
本学は2017年12月26日、第１回 「ジャパンSDGsアワード」の特別賞「SDGsパートナーシップ賞」を受賞しました。
SDGs達成に向けた岡山大学の取り組みの一つとして、グローバル人材育成特別コースにおける

「グローバルで活躍し、SDGs目標を実現できる人材の育成」を挙げています。



世界中で活躍できる
リーダーシップに必要な
５つの能力を育む

入学から修了まで

豊かな

世界が求める へ！

な視点で

　グローバル人材育成特別コースでは、学部での専門教育をベースに、海外体験を組み込んだ特色ある独自の
プログラムにより、グローバル社会のリーダーとして実践的に活躍できる人材育成に取り組んでいます。
　将来グローバルに活躍できる人材育成をめざしたこのコースでの学びを通して、豊かな国際感覚とグローバル
リーダーシップが育まれることにより、本コースから岡山大学が認定する「高度実践人」が多数選ばれています。

語学力チェック
入学者一斉テスト

修了入学 選抜申請
４月下旬締め切り

コースでの学び

専門性
固有分野における
高度な専門知識

洞察力
グローバルな
社会変動の　

実態を洞察する力　

会話力
高度な外国語力と

コミュニケーション力

精神力
グローバルな

社会を牽引する
気概

教 養
地域文化・日本文化
に対する深い理解と

アイデンティティ

グローバル人材育成特別コースで身につける！

な思考

に活躍！

法学部２年次生　中村　聡志
（岡山県立倉敷青陵高等学校出身）
留学・海外研修経験
•ケント大学留学（イギリス）
•異文化体験プログラム（シンガポール） 経済学部２年次生　

中澤　拓也
（岡山県立倉敷天城高等学校出身）
留学・海外研修経験
•国際経済都市
　上海を学ぶプログラム（中国）

薬学部３年次生　中村　遥
（土佐高等学校出身）
留学・海外研修経験
•ヴィクトリア大学語学研修（カナダ）

学部学年を越えた友達、
先輩との高め合い！
次は国境を越えて！

コースで出会った
友達の行動力や考え方は
とても刺激になりました！



英語プログラム＆留学スタイルの異なる４つのグループ

学部・学科型プログラム

充実したグローバルプログラム

海外留学・
インターンシップ

交換留学やインターンシップ　など

グローバル・
コア科目

英語力養成
プログラム

（SPAcE）

教養・専門
所属学部の

カリキュラム
語学研修や異文化体験など

短期プログラム

サマー・スプリング
スクール

　グローバル人材育成特別コースでは、2019年度から専門性を重視した教育プログラム「学部・学科型プログラム」を開
始しました。上記プログラムと合わせて学ぶことも可能です。詳細はグローバル人材育成院ホームページをご参照ください。

　英語力養成プログラムは、海外留学に対応できる水準
まで英語力を引き上げるため、１年次を中心に４技能（読
む・聴く・書く・話す）を徹底して鍛える高度な英語授
業で構成されています。
　グローバル・コア科目は、海外留学に備えて異文化・
日本文化・自然科学のほかグローバル社会の在り方への
理解を深める授業、専門分野を英語で学ぶ授業、クリエ
イティブな思考力・想像力・コミュニケーション力を養う
授業などバラエティ豊かな内容となっています。
　コース生は個々の学修計画に応じて、短期の語学研修から長
期の海外留学まで多様なプログラムを利用し海外に臨みます。

GL1
グローバル・リーダーシップ１

Study Abroad I

LS
リーダーシップ

Short-term Abroad

SGL
スーパー・グローバル・リーダーシップ

Advanced Study Abroad

GL2
グローバル・リーダーシップ２

Study Abroad Ⅱ
短期留学から

本格的な長期留学へ
Academic Writingを含む
高度な英語カリキュラム

個々の学修に合わせて
留学を計画できる

柔軟性のあるカリキュラム
海外への第一歩

海外の大学授業を意識した
高度な英語授業で

コミュニケーション力アップ
実践型カリキュラム

基礎から応用まで
段階的に英語力を強化

語学研修＆海外留学で英語力を磨く
スタンダードカリキュラム

な思考

工学部４年次生　橋本　律紀
（兵庫県立加古川東高等学校出身）
留学・海外研修経験
•サンノゼ州立大学留学（アメリカ）
•AUN・チュラロンコン大学短期研修（タイ）

文学部３年次生　白草　千晴
（和歌山県立田辺高等学校出身）
留学・海外研修経験
•グアム大学留学（グアム）
•成均館大学校語学研修（韓国）
•ダブリンシティ大学語学研修（アイルランド）

文学部３年次生　
吉原　彩央里

（香川県立高松高等学校出身）
留学・海外研修経験
•ロードアイランド大学留学（アメリカ）
•カセサート大学短期研修（タイ）

軽い気持ちで行ってみる。
その好奇心と行動力が
あればOK！

大変なこともあったけど、
留学生活は最高の思い出！



環境理工学部環境物質工学科　2018年３月卒業
（兵庫県立姫路東高等学校出身）
2014年OECD（経済協力開発機構）学生大使を務める。
カセサート大学（タイ）等での海外研修、イリノイ大学

（アメリカ）での海外留学を経験、帰国後は岡山大学国
際学生シェアハウスにて留学生との共同生活を送る。
現在は川崎重工業株式会社エネルギー・環境プラント
カンパニー営業本部に勤務中。

コース第１期生
長澤　諒祐

歯学部歯学科 ６年次生
（鳥取県立米子東高等学校出身）
ヴィクトリア大学（カナダ）およびキャンパスフランスに
よる２度の（英語・仏語）語学研修を経て、歯学部の留
学制度ODAPUSで西ブルターニュ大学（フランス）へ
の留学を経験。
現在は歯科医師をめざし実習と研究に奮闘しながら
日々励んでいます。

コース第２期生
井田　すみれ

法学部法学科　2017年３月卒業
（和歌山県立桐蔭高等学校出身）
ヨーク大学（イギリス）での海外研修、南オーストラリア
大学（オーストラリア）での海外留学を経験。大学３年
次生よりL-caféで１年半にわたり勤務した他、１年次
から国際シンポジウム（Humanitarian Affairs 主催、
フィリピン）や英語プレゼンテーション大会（神田外国
語大学・読売新聞主催、東京）に参加。
卒業後は神戸大学大学院国際協力研究科博士前期
課程に進学、グルノーブル大学（フランス）への留学を
経て2019年３月に同課程修了。
現在は同大学院博士後期課程に在学中。

コース第１期生
江利川　悟

　このコースでは語学のみならず、海外でよ
く話題に挙がる日本文化や歴史、社会問題
に関して学び意見しあう機会が多くあったこ
とが印象に残っています。
　３年次に、フランスの西ブルターニュ大学
歯学部で２か月間、講義や実習、研究に参
加しました。フランスは移民や留学生が多く、
現地の学生や研究員との交流では日本人の
一代表として意見を求められました。その
際、当コースでの学習がとても役立ったこと
を覚えています。言葉は単なるツールで、専
門分野の知識や幅広い考えを持っているこ
とが何よりも重要です。一方でそれを実際
に生かすには、背景の異なる相手に伝える
力を持って人と交流することが欠かせません。
専門科目の勉強と並行し、様々な知識と能
力を身につけられたのがこのコースの魅力の
一つだと感じています。
　志の高い仲間との出会いやこれほど刺激
ある学生生活はこのコースに入ったからこそ
できたものです。今後も仲間と切磋琢磨し、
社会に貢献できるよう努力していきたいです。

　グローバル人材育成特別コースでは、強
力な個性と高い能力を持った仲間たちと学
び合い、私自身も様々な能力を磨いてきま
した。そのような環境の中で、大学入学時
に私が抱いていた「海外に出てみたい」とい
う漠然とした思いは、「世界の難民保護の現
場で働きたい」という具体的な目標に変わっ
ていきました。その目標を実現するために、
現在は神戸大学の大学院で国際人権法を研
究し、経験を積んでいます。
　グローバル人材育成特別コースで身につ
けた能力は大学院でも大いに役立っており、
実際に私はこれまでオーストリア人学生との
共同研究発表やフランス留学、国際シンポ
ジウムのスタッフとして抜擢されるなど、様々
な経験を積んできました。これらの経験の
中で、「単に英会話ができる」というだけで
は不十分で、「どんな場面でも、また誰が相
手でも、物怖じせず自分の意思を伝え、相
手の考えを理解する」という能力が求めら
れることを常に痛感します。私はこのような
能力の基礎をグローバル人材育成特別コー
スで養うことができました。

　私はグローバル人材育成特別コースの一
期生として、将来グローバルなフィールドで
活躍したいという志を持つ仲間と大学生活を
送りました。 実験や講義の合間を縫って本
コースの講義を受講することはたやすくはあ
りませんでした。それでも、日々志を同じく
する仲間と意見、情報交換することは私のモ
チベーションになっていました。本コースの
講義や一年間の留学、帰国後の国際シェア
ハウスでの留学生と共同生活を経験し、コ
ミュニケーション能力、英語力が身につき、
異文化理解が深まったように感じます。
　また、在学当時研究室では太陽電池の研
究を行っていたことと、本コースでの経験を
ふまえて就職活動を行い、現在は川崎重工
業株式会社で国内外向けに発電設備の営業
を担当しています。海外の方とやりとりする
際の英語はコミュニケーションのツールとし
て必須であり、社会人になっても日々勉強の
毎日です。
　最後に、本コースを受講することで、将来世
界を舞台に働きたいという同じ志を持つ仲間
と巡りあえることは間違い無いと思います。興
味のある方は是非チャレンジしてみてください。

「海外に出てみたい」という
漠然とした思いが、仲間と学ぶ
環境の中でいつしか具体的な目標に。
コースで養われた力を礎に研究の道へ。

将来世界を舞台に働きたい
という同じ志を持つ
仲間と巡りあえる。

留学で必要なのは
背景の異なる相手に伝える力。
コースで身につけた知識と能力を糧に
仲間と切磋琢磨し、
社会に貢献できるよう努力したい。

カメルーン代表として参加した模擬国連（フランス）留学先の美しい街並みにて（フランス） 川崎重工業株式会社東京本社前にて

コース出身者の活躍の場は広がっています　
＜2017～2019進路状況＞

外務省ほか官公庁、地方公務員、公立高等学校教員、大学病院、三井物産、川崎重工業、
三井住友銀行、パナソニック、ストライプインターナショナル、旅行関連企業、経営コ
ンサルティング会社、岡山大学ほか大学院進学　など



コース生からのメッセージ“想い”のPieces

VoiceSenior

言語の壁を打ち壊せ！
世界へ羽ばたき未来を創ろう！

コースでの仲間、海外での経験、
全てが自分に自信を与えてくれる！

全学部から集まった志の高い友人から
刺激を受けることができる！

海外好きと外国の友達が見つかる！
将来の選択肢が増えた！

将来の夢は高校の先生。
留学経験を生かして
英語の魅力を最大限伝えたい！

英語はツール。大切なのは英語で何をするか！
コースで身につけた英語力で、
将来の可能性を広げたい！

医学部医学科４年次生　福坂　尊之
（久留米大学附設高等学校出身）
留学・海外研修経験
•MRI：Harvard School of Public Health（アメリカ）
•ヨーク大学語学研修（イギリス）

農学部２年次生　藤本　早苗
（京都府立嵯峨野高等学校出身）
留学・海外研修経験
•カリフォルニア・イノベーション研修（アメリカ）

環境理工学部４年次生　
武市　梨央奈

（山口県立徳山高等学校出身）
留学・海外研修経験
•環境ものづくり国際インターンシップ（アメリカ）
•カセサート大学短期研修（タイ）
•吉林大学短期研修（中国）
•国際経済都市上海を学ぶプログラム（中国）

環境理工学部４年次生　
景平　萌奈美

（智辯学園和歌山高等学校出身）
留学・海外研修経験
•カセサート大学短期研修（タイ）
•グアム大学語学研修（グアム）
•海外インターンシップ（ネパール）

教育学部４年次生　松本　優衣
（岡山県立岡山芳泉高等学校出身）
留学・海外研修経験
•エディンバラ大学留学（イギリス）
•アデレード大学語学研修（オーストラリア）

理学部４年次生　
有本　日南人

（静岡県立浜松西高等学校出身）
留学・海外研修経験
•IAESTE 海外インターンシップ（ポーランド）
•チェンマイ大学短期研修（タイ）
•吉林大学短期研修（中国）

理学部４年次生　
清水　翔太

（京都成章高等学校出身）
留学・海外研修経験
•アリゾナ州立大学留学（アメリカ）
•グアム大学語学研修（グアム）

医学部保健学科３年次生　
玉崎　葵

（福山暁の星女子高等学校出身）
留学・海外研修経験
•ダラスバプティスト大学留学（アメリカ）

医学部保健学科３年次生　羽藤　美優
（愛媛県立今治西高等学校出身）
留学・海外研修経験
•海外インターンシップ（カナダ） 
•アデレード大学語学研修（オーストラリア）

医学部保健学科３年次生　
片岡　優美香

（岡山県立岡山芳泉高等学校出身）
留学・海外研修経験
•海外インターンシップ（カナダ）
•異文化体験プログラム（シンガポール）



　グローバル人材育成特別コースでは「異文化理解１」、「日本文化理解１」、「コミュニケーション開発２」、「グロー
バルスタディズ３」、「Japan in the Age of Globalization １および２」、「Creativity, Critical Thinking 
& Innovation」等、主にグローバル・コア科目を担当しています。アメリカ、オーストラリア、ドイツ、オース
トリアで20年以上留学しました。留学経験から会得した視点や知識また（英語、ドイツ語等の）語学力を活かし
グローバル・コンピテンシーが身につくように学生の皆さんを指導していきたいと思います。

　グローバル人材育成特別コースでは主に「グローバル人材育成特別コース入門」、「新世紀の自然と科学１」、「留
学セミナー」、「Environmental Planning for Sustainable Development」、「Green Infrastructure Seminar」、

「Creativity, Critical Thinking & Innovation」等、グローバル・コア科目を中心に担当しています。アメリカ
中西部、北東部での計15年の留学経験を活かして留学指導を行います。一度は日本から出て、外から日本を眺め
てみてください。きっと今までとは違う景色が見えてくると思います。
　どの学部の学生も受講できる副専攻カリキュラムである本コースを通じて、これからの時代を生き抜く教養を
身につけ、共に国際舞台で活躍できる友達を作ってください。

〒700-8530 岡山市北区津島中二丁目１番１号　岡山大学グローバル人材育成院（国際部留学交流課）
TEL. 086-251-8569　E-mail. global@adm.okayama-u.ac.jp

Facebook
https://www.facebook.com/global.okayama.univ

種　　類 金　　額 　（派遣地域等により金額は異なる） 主な応募条件 応募期間

岡山大学
海外派遣学生支援事業

奨学金

５万円または３万円
成績優秀者の場合　８万円または５万円
派遣期間90日以上の研究留学（大学院生）の場合
　　　　　　　　40万円または20万円
返還不要

他の奨学金との併給不可
（「研究留学」は併給可）

学業成績等の審査あり

留学等終了後
年２回（４月・10月）

研究留学の場合
年１回（４～６月）

日本学生支援機構
JASSO

海外留学支援制度

６～10万円／月
渡航支援金：16万円（一定の家計基準を満たす者のみ）
返還不要

成績・家計基準の
条件を満たす者

日本国籍もしくは
永住権を持つ者

留学プログラムごとに
大学から申請

文部科学省
トビタテ！

留学JAPAN

６～16万円／月
渡航費：15万円または25万円　授業料：30万円／年
返還不要

日本国籍もしくは
永住権を持つ者

家計基準の条件を満たす者
（地域人材コースのみ）

年２回
全国コース　　２回
地域人材コース１回

※上記金額は予定です。変更になる場合があります。

留学へのチャレンジを支援する奨学金制度

私たちがグローバル人材育成特別コースの学生をサポートします

履修アドバイザー制度

　専任教員に加え、所属学部および基幹教育センター
の英語系の教員にも履修アドバイザーを配置し、専
門教育との両立や英語学習や留学に関する相談に応じ
るなど、コースでの学生の学びをサポートしています。

グローバル人材育成院専任教員　准教授　加藤　禎久

グローバル人材育成院専任教員　教授　金　東光（KIM DONG KWANG）

URL
http://global.okayama-u.ac.jp/


