
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
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留学プログラムごとに大
学から申請

岡 山 大 学留学体験学生の声
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外国語を話したい！

留
学
の
ススメ

グローバル人材育成院

「
経
験
す
る
」こ
と
が「
学
ぶ
」こ
と
。

Institute of Global Human Resource Development

留学生や留学した先輩との交流を
通して、言語（英・仏・中・韓・日他）
を学ぶ楽しさや難しさを体験したり、
文化や多様な考え方についても触れ
られる！
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岡山大学 津島キャンパス
Okayama Univers i ty Tsushima Campus
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国際部  留学交流課
スタディ・アブロード部門

留学費用の奨学金ってあるの？

独自のカリキュラムで「留学」に備える！

このコースは所属学部で教養や専門を学びながら、同時に語学研修や海外留学・イ
ンターンシップ等を含む独自のカリキュラムを履修する副専攻です。コース生は、海外
留学に対応できるようネイティブ教員を中心とした高度な英語授業をはじめ、多彩なプ
ログラムで、異文化や日本文化、自然科学、グローバル社会の在り方への理解を深め、
クリエイティブな思考力やコミュニケーション能力を培い、豊かな国際感覚とグローバ
ルリーダーシップを育みます。
このコースからは本学が認定する「高度実践人」として多くの学生が認定されています。
また、通常のプログラムとは別に「学部・学科型プログラム」もあります。

皆さんの留学を応援します！

留学の魅力、語学テスト対策、海外大
学の様子、海外の生活等々、留学し
た先輩学生の体験を聞いてみよう！

留学について知りたい！

グローバル人材育成特別コース

派遣担当職員による留学相談をしています。

国際部 留学交流課
スタディ・アブロード部門

英語力のため、だけじゃない
　私はGoogleやAppleなどの有名IT企業が本社を構えてシリコンバレーに位置するアメ
リカのサンノゼ州立大学にEPOKで約1年間留学しました。そこで自分の専門であるコン
ピュータ工学を最先端の地で学ぶことができました。履修した授業の中には、学生の肩
書きをもちつつMicrosoftで勤務するクラスメートがいたりして、とても良い刺激を受け、
日本で生活しているだけでは巡り会えないような人と知り合えたことが、海外留学の魅力
だと感じています。工学部に所属する私がEPOK長期留学に臨んだのは、豊富な提携
校や給付型奨学金など、岡山大学に留学しやすい制度があったことも後押しされました。
　海外で生活するとは言っても、そこにいるのは同じ人間ですし、辛く厳しいものではあ
りません。あまり身構えずに挑戦してみるのがいいと思います。

EPOK交換留学 橋本  律紀　（工学部3年　派遣時学年）
派遣時期  平成29年8月-平成30年5月   |  派遣先  サンノゼ州立大学

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）

他の留学奨学金との重
複は不可
学業成績等の審査あり

4月～募集開始
申請時期
留学等終了後
年2回（4月、10月）

3万円、または5万円
［成績優秀者］
5万円、または8万円
［大学院生（90日以上）］
10万円、または20万円
(派遣地域により異なる)

返還不要

6～10万円／月
(派遣地域により異なる)

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

6～16万円／月
(派遣地域等により異なる)

渡航費：15万円、
　　　　  または25万円
授業料：30万円/年

返還不要

留学をサポートするために、岡山大学海外派遣学生支援事業
奨学金などの制度が設けられています。主なものを紹介します。

「可視化できない文化」を通じて
　文化には、見える文化と見えない文化の2つの側面があります。見える文化は、建築物、
言語や衣食住を、見えない文化は、価値観や社会規範、信念などをさします。後者は
おろそかにされがちですが、それこそが異文化を理解する鍵になります。
　私が参加したダブリンシティ大学での語学研修は、自分の思いを素直に伝えられな
かったり、どこか遠慮してしまったりして、ホストファミリーとの間に見えない文化を痛感し
ました。しかし「ゲスト」ではなく「ファミリーの一員」としてホストファミリーと向きあうことで、
最後には本当の家族のように絆を深める事が出来ました。
　見えない文化は、頭で理解するだけでなく、自分自身で体感することでより深い理解
を得られます。留学体験は自己を飛躍的に高めることのできる絶好の機会です。大学4
年間のなかで是非挑戦してみてください。

語学研修 原　千緒里　（教育学部2年　派遣時学年）
派遣時期  平成30年2月10日-3月11日   |  派遣先  ダブリンシティ大学

JASSO海外留学
支援制度

文部科学省岡山大学海外派遣
学生支援事業奨学金

〒700-8530  岡山市北区津島中2丁目1番1号 ／ TEL 086-251-7037
HP  http://www.okayama-u.ac.jp/user/ouic/
Facebook  https://www.facebook.com/intprogram.okayama.u

グローバル人材育成院

一般教育棟C棟1階　月～金 8：30-17：00
E-mail : ryugaku@adm.okayama-u.ac.jp予約不要

一般教育棟C棟1階 WAWA部屋
予約不要 月・火・木 17：00-18：30
ryugaku000@gmail.com

留 学 相 談 室

留  学
STUDY ABROAD

2019年3月31日発行

　三年生になったと同時に思い至って行った留学は、私の人生の中でとても濃い時間
となりました。英語がなかなか話せないところからのスタートでしたが、友達が増える
につれ、英語で会話をする機会も増え、楽しく英語を学ぶことができました。専門分
野の科目も受講し、多くの留学生や学生たちからの刺激を受けました。そこで学んだ
知識や英語力は、今の専門分野での研究や私生活において十分に活かされており、
あの時、留学を決意して本当に良かったと思います。

私費休学留学（アルバータ大学VSCP留学） 山垣内  実希　（理学部3年　派遣時学年）
派遣時期  平成29年8月-平成30年6月   |  派遣先  アルバータ大学

※金額、応募条件、募集時期は予定ですので変わる場合があります。

ホームページ　http://global.okayama-u.ac.jp/index.html



Q1

タイ
期間 約2週間
費用 約16万円
タイの学生と環境問題を学ぶ

岡山大学留学のススメ

留学スケジュール 例
コース

語学研修・
短期海外研修

交換留学
春学期留学
（春出発）

秋学期留学
（夏出発）

EPOK交換留学プログラム

なぜ留学？

EPOK ［イーポック］

岡山大学より海外の協定校（現45校。
北米：20校、欧州：9校、オセアニア・
アジア：16校）に留学することができま
す。留学中に取得した単位*は、帰国
後岡山大学で取得した単位等して認定
される場合があります。なお、留学中の
学費は、岡山大学に納めていれば、留
学先の大学へ納める必要はありません。
　※単位とは…大学で授業を受けて試験に合格すれば
「単位」を取ることができます。卒業までの4年間に
一定の単位を取ると卒業することができます。 

一般に海外留学をすることには、様 な々メリットがあります。
留学に興味がある人、英語力を向上させたい人、将来
グローバルに活躍したい人、ぜひチャレンジしてください！

Q2どんな留学があるの？ 語学研修・短期海外研修

各学部・研究科が実施する
研修プログラムやインターンシップなど

■法学部  海外特別演習（中国、台湾の司法機関等）
■経済学部  実践グローバル・ビジネス・コミュニケーション
■理学部  地球生物学実習
■医学部医学科  基礎・臨床統合派遣プログラム
■医学部医学科  医学研究インターンシップ
■医学部医学科  医学教育ワークショップ
■医学部保健学科  看護学専攻
　Global Practice of the Health Sciences
■医学部保健学科  東北タイ研修
■工学部  工学部海外短期研修（DIG）

短期海外研修（演習、インターンシップ、語学研修等）

■文学部  文学部・社文研交換留学制度（仮称）
■文学部  日欧人文社会科学系マルチリンガル
　　　　　人材育成交流プログラム
■法学部  ベルリン自由大学交換留学
■経済学部  江原大学相互派遣受入プログラム
■経済学部  International Business with French
■グローバル・ディスカバリー・プログラム
　ユトレヒト大学カレッジ交換留学プログラム

交 換 留 学

募集説明会

募集説明会

事前ガイダンス
（合計4回）

研修出発
(1-5週間）

事前ガイダンス
（合計4回）

研修出発
(1-5週間）

説明会 交換留学
募集期間

説明会 説明会 説明会 説明会交換留学募集期間

選考期間
(書類・面接）

派遣大学割当・出願・出発準備
ガイダンス（合計3回）

留学出発
（半年～ 1年）

選考期間
(書類・面接）

派遣大学割当・出願・出発準備
ガイダンス（合計3回）   

留学出発
（半年～ 1年）

世界に広がるEPOK交換留学協定校

Q3留学の準備は？
語学スコアは？

説明会は？

準備期間は？経費は？

留年・就活は？

語学研修
春季夏季休暇中に1～5週間の語学
または語学+演習・実習。

ボランティア
JICAなどが実施する
1週間から1年の活動。

交換留学
大学間協定に基づき学生が
双方向に交流、授業料不徴収。

部局･研究科実施の
プログラム

部局・大学間協定に基づく
交流、留学や実習演習など。

インターンシップ
各専門分野に特化した技術研修。

私費留学
留学先に授業料を支払い

語学コースや大学の授業を履修。

語学力が
向上！

自分を
磨ける

外国を
理解する

世界と
つながる

… 9ヶ月前から… 語学研修は約10万～
　 留学は約120万～

… キャリア開発センターや
　 所属学部、研究科教務へ

… HPや掲示板で確認

…  TOEFL・IELTS
　  集中対策講座もあり！

▼
詳しくは国際部  留学交流課  スタディ・アブロード部門へ

場所：一般教育棟C棟1階
HP：http://www.okayama-u.ac.jp/user/ouic/

研修期間 報告会

報告会研修期間

留学期間

報告会留学期間

応募締切

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

…

|夏期語学研修・夏期短期海外研修|

|春期語学研修・春期短期海外研修|

（2019年3月１日現在）

※費用は平成30年度実績です。

カセサート大学

協定校

協定校 協定校

協定校

協定校

タイ
期間 約2週間
費用 約21万円
タイ文化から国際社会ま
で学ぶAUN・六大学合同プログラム

マレーシア
期間 約3週間
費用 約25万円
語学と異文化体験の両方
やりたい人におススメマラヤ大学

アメリカ
期間 約2週間
費用 約32万円
南の島で実践英語力アップ

グアム大学

夏 夏

シンガポール
期間 約1週間（8-9月・2月）
費用 約9万円
異文化を感じ海外生活のス
キルを身に着ける（引率あり）異文化体験プログラム

中国
期間 約1週間
費用 約10万円
企業訪問、学生交流、フィー
ルドワークと盛りだくさん国際経済都市上海を学ぶ

シンガポール
期間 約2週間
費用 約21万円
コスモポリタン都市シンガ
ポールで語学特訓

カーティン大学
シンガポール校

春夏

夏

イギリス
期間 約3週間
費用 約51万
英国ヨークでIELTSスコア
アップを目指すヨーク大学

オーストラリア
期間 約5週間
費用 夏：約55万円
　　 春：約59万円
ホームステイと授業で英語漬けアデレード大学

夏

春夏

アメリカ
期間 約3週間
費用 約55万円
語学、観劇、小旅行…
真のアメリカを学ぶなら南オレゴン大学

アイルランド
期間 約4週間
費用 約44万円
緑と妖精の国で実践的英
語力アップダブリンシティ大学

春

春 春

ファーストステップ まずは海外へ！

現地学生との交流・企業訪問・フィールドトリップなど盛りだくさん！

長期留学へのステップアップ！
語学＋異文化体験 語学猛特訓

春

報告会

■工学部  工学部短期留学プログラム（HUG）
■自然科学研究科（工）  
　自然科学（工）国際ワークショップ（TAG)
■環境理工学部
　環境ものづくり国際インターンシッププログラム
■環境理工学部
　英語で学ぶニュージーランド環境研修プログラム
■歯学部  歯学国際交流演習（ODAPUS)
■環境理工学部＋農学部
　岡山大学・カセサート大学国際実践型環境教育プログラム

応募締切

※その他は冊子「留学のススメ（2019年度版）」を参照。

■IAESTE
■ヴルカヌス（在EU企業インターンシッププログラム）
■One Young World（OYW）/世界ユースサミット
■タイモンクット王工科大学トンブリー校インターンシップ
■国際カレッジプログラム
　（Disneyバレンシア大学インターンシップ）

インターンシップや国際会議インターン

説明会

英語に自信がなくても海外へ行きたい
気持ちがあれば参加できる！

春

夏休みや春休みに研修に
参加して、単位も取れる！

渡航までに事前ガイダンスでしっかり
準備するので、初めての海外でも安心！

夏

ドイツ
ハノーファー大学

フランス
ストラスブール大学

台 湾
国立台湾大学
輔仁大学

カナダ
カールトン大学
ビショップス大学

中 国
東北師範大学
吉林大学

韓 国
成均館大学校

オーストラリア
アデレード大学
サウスオーストラリア大学
ウエスタン
　　オーストラリア大学

アメリカ合衆国
カリフォルニア州立大学
 イーストベイ校
カリフォルニア州立大学
 モントレイベイ校
カリフォルニア州立大学
 フラトン校
カリフォルニア州立大学
 ロスアンゼルス校
サンノゼ州立大学
南オレゴン大学
アリゾナ州立大学
カンザス大学
ニューヨーク州立大学
 ストーニーブルック校
ロードアイランド大学
ピッツバーグ大学
チャタム大学
アパラチアン州立大学
ノーザンアイオワ大学
グアム大学
ダラスバプティスト大学
ウィチタ州立大学
ノースカロライナ大学
 グリーンズボロ校

イタリア
ヴェネツィア・カ・
 フォスカリ大学

マヒドン大学
チュラロンコン大学
カセサート大学
プリンス・オブ・
　　　ソンクラー大学
チェンマイ大学

タ  イ

マラヤ大学
マレーシア・プトラ大学

マレーシア

アテネオデマニラ大学
フィリピン

イギリス
エディンバラ大学
シェフィールド大学
イーストアングリア大学
ヨークセントジョン大学
サリー大学
ケント大学
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