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語学研修︓アデレード⼤学 オーストラリア アデレード⼤学 英語 全 5週程度

語学研修︓ヨーク⼤学 イギリス ヨーク⼤学 英語 全 3週程度

語学研修︓南オレゴン⼤学 アメリカ 南オレゴン⼤学 英語 全 3週程度

語学研修︓カーティン⼤学シンガポール校 シンガポール カーティン⼤学シンガポール校 英語 全 2週程度

語学研修︓成均館⼤学校 韓国 成均館⼤学校 韓国語 全 2週程度

語学研修︓ヴィクトリア⼤学 カナダ ヴィクトリア⼤学 英語 全 4週程度

語学研修︓ポートランド州⽴⼤学 アメリカ ポートランド州⽴⼤学 英語 全 4週程度

語学研修︓ダブリンシティ⼤学 アイルランド ダブリンシティ⼤学 英語 全 4週程度

語学研修︓グアム⼤学 アメリカ グアム⼤学 英語 全 2週程度

語学研修︓マラヤ⼤学 マレーシア マラヤ⼤学 英語 全 3週程度

海外短期研修︓カセサート⼤学 タイ カセサート⼤学 英語 全 2週程度

海外短期研修︓AUN・チュラロンコン⼤学 タイ AUN・チュラロンコン⼤学 英語 全 2週程度

海外短期研修︓異⽂化体験プログラム シンガポール 英語 全 1週程度

海外短期研修︓
国際経済都市上海を学ぶー社会、環境、⽂化遺産演習

中国 ⽇本企業、上海理⼯⼤学等 英語 全 1週程度

海外短期研修︓オックスフォード⼤学TOPSプログラム
（英語で学ぶ法学，⻄洋古典，フランス研究，国際関係論）

イギリス オックスフォード⼤学の他，ケンブリッジ⼤学，エディ
ンバラ⼤学訪問・授業有り。ロンドン訪問 英語 全 4週程度

海外短期研修︓
グローバル・プロフェッショナル養成プログラム

アメリカ
スタンフォード⼤学・ＵＣバークレ－⼤学・サンノゼ⼤
学州⽴訪問，アップル社・グーグル社等企業訪問，⽇⽶
未来フォーラム会議参加

英語 全 １ヶ⽉程度

海外短期研修︓
カリフォルニア・イノベーション研修プログラム

アメリカ
スタンフォード⼤学・ＵＣバークレー⼤学・サンノゼ⼤
学訪問，アップル社・グーグル社等企業訪問，⽇⽶未来
フォーラム会議参加

英語 全 10⽇程度

交換留学 国際部受付 EPOK EPOK協定校 主に英語 全 2ヶ⽉〜12ヶ⽉ 派遣期間は条件により異なります

VSCP（Visiting Student Certificate Program) カナダ アルバータ⼤学 英語 全 6ヶ⽉〜12ヶ⽉

サザンクロス⼤学認定留学プログラム オーストラリア サザンクロス⼤学 英語 全 コースによって異なる

キャンパス・アジア交換留学プログラム 中国／韓国 吉林⼤学（中国）／成均館⼤学校（韓国） 中国語／韓国語 全 5ヶ⽉〜11ヶ⽉

キャンパス・アジア 中韓ワークショップ
「東アジア⼈材育成留学体験⼊⾨コース」

中国／韓国  吉林⼤学（中国）成均館⼤学校（韓国） 英語/中国語／
韓国語/⽇本語 全 10⽇程度

吉林⼤学短期研修プログラム 中国 吉林⼤学 中国語／英語 全 2週程度

2017年度 キャンパス・アジア スプリングスクール ⽇本 岡⼭⼤学 英語（⼀部⽇
本語）

全 2〜10⽇程度 参加した⽇数分のみ，8週の⼀部とする

2014〜2018 岡⼭⼤学国内サマープログラム  ⽇本
中・四国各地での学外研修
（留学⽣との交流およびフィールドワーク等）
岡⼭⼤学での講義・演習

英語 全 1〜9⽇

2015年度 AUNスプリングスクール ⽇本
広島県（平和記念公園，⼤和ミュージアム，厳島神社
等），⼭⼝県（下関，萩等），
岡⼭⼤学等

英語 全 8⽇

グローバル⼈材育成特別コース グローバルインターンシップ ミャンマー
学⽣⾃⾝がテーマを設定，プログラムを組み
⽴てる実践型インターンシップ

英語
Gコース
定員あり

10〜20⽇程度

東北⼤学（中国）サマーキャンプ 中国 東北⼤学（中国） 英語 全 10⽇程度

⼤連理⼯⼤学開講70周年記念中⽇⼤学学⽣友好交流⼤会 中国 ⼤連理⼯⼤学 ⽇本語・中国語 全 7⽇

同済⼤学サマープログラム 中国 同済⼤学 英語 全 9⽇

ドイツ語海外研修 ドイツ ルール⼤学ボーフム等 ドイツ語 全 4週程度 応募条件あり（初修以上の学習暦）

フランス語海外研修（キャンパスフランス） フランス ローヌ・アルプ地⽅の⼤学附属語学センター等 フランス語 全 4週程度

韓国語海外研修 韓国 成均館⼤学校等 韓国語 全 2週程度

中国語海外研修 中国 吉林⼤学 中国語 全 2週程度（9⽉上旬〜中旬）

中国語海外研修 中国 華東師範⼤学 中国語 全 2週程度（3⽉上旬〜中旬） 応募条件あり（初修以上の学習暦）

グローバル⼈材育成特別コースの学⽣がこのリストに掲載されているプログラムに参加した場合，以下のいずれかの科⽬として単位認定が可能です。
⼿続がわからない場合は，グローバル⼈材育成院窓⼝までお問い合わせください。

区分 所管 プログラム名 国 派遣先⼤学等 使⽤⾔語 対象
派遣期間

（実施年度によって異なる
ので注意すること）

備考

初修外国語海外語学研修 基幹教育センター

サマー・スプリングスクール 国際部受付

その他 国際部受付

 キャンパス・アジアプログラム 国際部受付

私費海外留学 国際部受付

グローバル⼈材育成特別コースで単位認定の対象となる科⽬

グローバル海外短期実習 １単位

グローバル対応海外留学・インターンシップ（短期）１単位 （8週以上6ヶ⽉未満）

グローバル対応海外留学・インターンシップ（短期）１単位 （8週以上6ヶ⽉未満）

4週連続の海外派遣期間を含めれば，複数回の海外派遣期間の合算を認めている。

例） 4週 + 1週 + 2週 + 1週 ＝ 8週
※海外派遣期間としてカウントできるのは，実質活動期間。 連続した7日間のうち実質活動日5日以上で1週と取り扱う。

プログラム申込時に希望の科目を

育成院窓口にお知らせください。

なお，部局の専門科目など他の科目として認定する場合も

コース修了要件として左記科目のいずれかに読み替える

ことが可能です。ただし重複しての単位修得はできません。

国際部，基幹教育センター，学部等で成績登録する

科目が決められている場合は，その科目を

希望の科目として届出してください。
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区分 所管 プログラム名 国 派遣先⼤学等 使⽤⾔語 対象
派遣期間

（実施年度によって異なる
ので注意すること）

備考

グローバル⼈材育成特別コースで単位認定の対象となる科⽬

グローバル海外短期実習 １単位

グローバル対応海外留学・インターンシップ（短期）１単位 （8週以上6ヶ⽉未満）

グローバル対応海外留学・インターンシップ（短期）１単位 （8週以上6ヶ⽉未満）

4週連続の海外派遣期間を含めれば，複数回の海外派遣期間の合算を認めている。

例） 4週 + 1週 + 2週 + 1週 ＝ 8週
※海外派遣期間としてカウントできるのは，実質活動期間。 連続した7日間のうち実質活動日5日以上で1週と取り扱う。

プログラム申込時に希望の科目を

育成院窓口にお知らせください。

なお，部局の専門科目など他の科目として認定する場合も

コース修了要件として左記科目のいずれかに読み替える

ことが可能です。ただし重複しての単位修得はできません。

国際部，基幹教育センター，学部等で成績登録する

科目が決められている場合は，その科目を

希望の科目として届出してください。

トルコ チャナッカレ⼤学（トルコ） トルコ語 ⽂・社⽂研  1ヶ⽉〜6ヶ⽉，1年

セルビア ベオグラード⼤学（セルビア） セルビア語 ⽂ 6ヶ⽉〜１年

ドイツ ベルリン⾃由⼤学（ドイツ） ドイツ語 ⽂・社⽂研 6ヶ⽉〜１年

ドイツ ルール⼤学ボーフム（ドイツ） ドイツ語 ⽂ 6ヶ⽉〜１年

ドイツ トリア⼤学（ドイツ） ドイツ語 ⽂ 6ヶ⽉〜１年

ロシア ロシア国⽴アカデミー⼈⽂⼤学 ロシア語 ⽂ １年

韓国 国⺠⼤学（韓国） 韓国語 ⽂・社⽂研 6ヶ⽉〜１年

中国 北京外国語⼤学（中国） 中国語 ⽂・社⽂研 6ヶ⽉〜１年

中国 蘭州⼤学（中国） 中国語 ⽂・社⽂研 6ヶ⽉〜１年

ボルドー・モンテーニュ⼤学留学（DUEF2-1〜5） フランス ボルドー・モンテーニュ⼤学（フランス） フランス語 ⽂ 4ヶ⽉〜9ヶ⽉

海外短期研修（フランス語） フランス ボルドー・モンテーニュ⼤学（フランス）他 フランス語 ⽂ ３ヶ⽉以内

海外特別演習 ドイツ他 ミュンヘン⼤学（ドイツ）他 ドイツ語他 全 １〜２週程度

中国ツアー（海外特別演習） 中国 北京⼤学，中国政法⼤学，華東政法⼤学，⽇系企
業，法律事務所等

中国語，英語 法 5〜10⽇程度

台湾ツアー（海外特別演習） 台湾 ⾼雄⼤学，総統府，⺠進党本部，中正紀念堂，⼆
⼆⼋和平講演等

英語 法 5〜10⽇程度

ロンドンツアー（海外特別演習） イギリス 英国国会，英国最⾼裁判所，
University College London，⼤英図書館等

英語 法
（法以外も可）

10⽇程度

ECBO（開南⼤学）（夏期英語・台湾⽂化研修） 台湾 開南⼤学 英語 経 10⽇程度

ECBO（開南⼤学）（夏期中国語・台湾⽂化研修） 台湾 開南⼤学 中国語 経 10⽇程度

「隣⼈を知ろう︕」短期海外研修⽇中韓３カ国相互交流 ⽇本、中
国、韓国

岡⼭⼤学，中国中央財経⼤学，韓国江原⼤学
（年によって異なる）

英語 経 7⽇程度

ECBO（ブルネイ） ブルネイ ブルネイダルサラーム⼤学 英語 経 4週程度

ECBO（フランス） フランス

ヴィッシーのキャンパスでフランスについて
の講義を受講し，現地企業（ミシュランな
ど）やワイン・チーズ⽣産者、⽂化遺産等を
訪問する。

英語・⽇本語 経 1週程度

ECBO（ミャンマー・ラオス）
ミャン
マー／ラ
オス

ヤンゴン経済⼤学，ラオス国⽴⼤学 英語 経 1週程度

ECBO（シンガポール・マレーシア）

シンガ
ポール、
マレーシ
ア

現地企業視察視察コース︓UPM⼤学、企業訪
問︔短期語学研修コース︓KDU⼤学、企業訪
問

英語・⽇本語 経 9⽇程度

実践グローバル・ビジネス・コミュニケーション
シンガ
ポール

シンガポールに進出している⽇系企業 英語 経 1週程度

「隣⼈を知ろう︕」江原⼤学派遣留学 韓国 江原⼤学 英語・韓国語 経
9⽉〜翌年度8⽉
＜派遣期間の希望は経済
学部に要相談＞

ECBO（フランス）International Business with
French Program（IBF教育プログラム）

フランス クレルモン・オーベルニュ⼤学 英語・フランス語 経

(Fall Semester)
9⽉〜12⽉
(Spring Semester)
2⽉〜5⽉＜いずれかの
セメスター，両セメス
ターも可＞

理学部 国際ワークショップ

⽇本/台湾
/タイ（年
によって
異なる）

岡⼭⼤学，広島⼤学，国⽴台湾⼤学，チュラ
ロンコン⼤学（年によって異なる）

英語 理（化学科） 8⽇程度

医学研究インターンシップ（MRI） アメリカ他 ハーバード⼤学（アメリカ），他 主に英語 医医 90⽇未満

選択制臨床実習（海外派遣） アメリカ他 ミシガン⼤学、マヒドン⼤学 等 英語 医医 2〜4週

医学部医学科短期留学プログラム アメリカ ヒューストン/ボストン 等 英語 医医 3週程度

海外臨床実習体験コース タイ他 マヒドン⼤学、ヤンゴン第⼀医科⼤学 英語 医医 2〜4週

シミュレーション教育コース アメリカ ハワイ⼤学 英語 医医 3週程度

医学教育ワークショップ アメリカ ハワイ⼤学 英語 医医 1週

基礎・社会・臨床医学統合派遣プログラム 英語 医医

⽂学部・社⽂研等
交換留学制度

 上記の他，主管部局が⽂学部/社会⽂化科学研究科で，かつ，協定の内容に学部学⽣の交流が含まれる協定により派遣されるプログラム

その他

部局交流プログラム

法学部

経済学部

医学部医学科

部局交流プログラム

⽂学部
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区分 所管 プログラム名 国 派遣先⼤学等 使⽤⾔語 対象
派遣期間

（実施年度によって異なる
ので注意すること）

備考

グローバル⼈材育成特別コースで単位認定の対象となる科⽬

グローバル海外短期実習 １単位

グローバル対応海外留学・インターンシップ（短期）１単位 （8週以上6ヶ⽉未満）

グローバル対応海外留学・インターンシップ（短期）１単位 （8週以上6ヶ⽉未満）

4週連続の海外派遣期間を含めれば，複数回の海外派遣期間の合算を認めている。

例） 4週 + 1週 + 2週 + 1週 ＝ 8週
※海外派遣期間としてカウントできるのは，実質活動期間。 連続した7日間のうち実質活動日5日以上で1週と取り扱う。

プログラム申込時に希望の科目を

育成院窓口にお知らせください。

なお，部局の専門科目など他の科目として認定する場合も

コース修了要件として左記科目のいずれかに読み替える

ことが可能です。ただし重複しての単位修得はできません。

国際部，基幹教育センター，学部等で成績登録する

科目が決められている場合は，その科目を

希望の科目として届出してください。

多分野医療系学⽣⼈材育成プログラム ベトナム／ミャンマー ハイフォン医科薬科⼤学他 英語 医保 10⽇程度

Global Practice of the Health Sciences アメリカ ダラスバプティスト⼤学 英語 医保（看護） 2年⽣第2学期

⻭学部 ⻭学国際交流演習（ODAPUS） アメリカ他 カリフォルニア⼤学（アメリカ），他 主に英語 ⻭ 派遣先によって異なる

タイ／台湾
在タイ（バンコク）／台湾（タイペイ）⽇系企
業，JETRO／⽇本台湾交流協会，チュラロンコン
⼤学／チャンガン⼤学等

英語，⽇本語 ⼯ 8⽇

韓国 韓国（ソウル）⽇系企業，ソウル⼤学等 英語，⽇本語 ⼯ 5⽇

４⼤学合同国際ワークショップ

⽇本/台湾
/タイ（年
によって
異なる）

岡⼭⼤学，広島⼤学，国⽴台湾⼤学，チュラロン
コン⼤学（年によって異なる）

英語，⽇本語 ⼯化 8⽇

研究インターンシップ 中国 中国東北⼤学 英語，⽇本語 ⼯情（４年次） 10⽇

⼯学部短期留学プログラム（ＨＵＧ）
カナダ／ア
メリカ／中
国／タイ

ブリティッシュコロンビア⼤学／ロードアイラン
ド⼤学／ハワイ⼤学／中国東北⼤学／チュラロン
コン⼤学

英語 ⼯
2学期〜夏季休業
派遣期間は受⼊⼤学による

英語で学ぶニュージーランド環境研修プログラム ニュージーランド ワイカト⼤学附属語学学校 ほか 英語 環1年⽣ 2週程度

環境ものづくり国際インターンシップ（地域貢献型実践的国際イ
ンターンシッププログラム）

アメリカ
アイメックス⽶国⼯場，ウィラメット⼤学，
味の素冷凍⼯場，ポートランド市内散策 等

英語 環3年⽣
6⽇程度
（実質活動期間5⽇）
（2017年度参考）

GP特別コース（海外コース，カセサート⼤学） タイ カセサート⼤学 英語 環・農２年⽣ 10⽇程度
同年度に岡⼭⼤学で実施するプ
ログラムにも参加した場合の派
遣期間は連続とみなす。

GP特別コース（海外コース，国⽴台湾⼤学） 台湾 国⽴台湾⼤学 英語 環・農２年⽣ 10⽇程度
同年度に岡⼭⼤学で実施するプ
ログラムにも参加した場合の派
遣期間は連続とみなす。

GP特別コース（岡⼭⼤学コース） ⽇本
国⽴台湾⼤学，カセサート⼤学との交流プログラ
ムを岡⼭⼤学および岡⼭県内で実施

英語 環・農２年⽣ 10⽇程度

同年度にカセサート⼤学または
国⽴台湾⼤学で実施するプログ
ラムにも参加した場合の派遣期
間は連続とみなす。

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 オランダ ユトレヒト⼤学カレッジ 英語 ﾃﾞｨｽｶﾊﾞﾘｰ ４ヶ⽉程度

地域総合研究センター
（AGORA）

国際インターンシップ（UBC学⽣との森林インターンシップ） ⽇本 岡⼭県内の林業，林産業，製材業の企業 主に英語 全
2〜3週間
受⼊先によって異なる

岡⼭⼤学⽣協 バレンシア国際⼤学・ディズニーインターンシップ アメリカ バレンシア国際⼤学 英語 備考欄参照 6ヶ⽉程度
経営・ビジネス・コミュニケーショ
ン・アメリカ⽂化・ホスピタリティ
等

海外産業⼈材育成協会 METI国際即戦⼒育成インターンシップ事業 アジア
アジアを中⼼とした開発途上国の政府・政府系機
関，⺠間企業，国際機関，業界団体等

英語
全
※満20歳以上

3〜5.5ヶ⽉
※9⽉〜翌年2⽉

⽇欧産業協⼒センター ヴルカヌス・イン・ヨーロッパプログラム ヨーロッパ 在欧州企業 英語
理⼯学系
※３年⽣以上

 1年※4⽉〜翌年3⽉

⽇本国際学⽣技術研修協会 IAESTE海外インターンシップ IAESTE加盟国の企業⼜は⼤学・研究機関等 英語
理⼯農薬学系
（IT関連含む）
※派遣時３年⽣以
上

8〜52週

タイ キングモンクット⼯科⼤学 FSci International Internship タイ キングモンクット⼯科⼤学トンブリー校 英語
理⼯学系
※派遣時３年⽣以
上

2ヶ⽉
6⽉〜8⽉頃

CIEE アメリカ「教師アシスタント」 アメリカ
ユタ州ソルトレイクシティ近郊またはアリゾナ州
フェニックス近郊から選択（いずれもアメリカ）

英語 全 2週〜

CIEE オーストラリア／ニュージーランド「環境保護ボランティア」

オーストラ
リア／
ニュージー
ランド

オーストラリア（９都市）、ニュージーランド（1
都市） の中から集合都市を選択

英語 全 1週〜

CIEE カナダ「地域サポート」 カナダ 低所得者⽀援施設等 英語 全 2週〜

CIEE 動物NPO活動⽀援 カナダ
現地の動物保護施設＆動物シェルター，動物園，
⽔族館，チルドレンファーム等

英語 全 2週〜12週まで

ダラスバプティスト⼤学 ダラスバプティスト⼤学集中英語研修プログラム アメリカ ダラスバプティスト⼤学 英語 全 8週もしくは16週

トトロハウス語学院 韓国語正規コース・短期集中コース 韓国 トトロハウス語学院 韓国語 全 1週〜

部局交流プログラム

⼯学部海外短期研修（ＤＩＧ）

学外（個⼈申込）

医学部保健学科

⼯学部

環境理⼯学部
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区分 所管 プログラム名 国 派遣先⼤学等 使⽤⾔語 対象
派遣期間

（実施年度によって異なる
ので注意すること）

備考

グローバル⼈材育成特別コースで単位認定の対象となる科⽬

グローバル海外短期実習 １単位

グローバル対応海外留学・インターンシップ（短期）１単位 （8週以上6ヶ⽉未満）

グローバル対応海外留学・インターンシップ（短期）１単位 （8週以上6ヶ⽉未満）

4週連続の海外派遣期間を含めれば，複数回の海外派遣期間の合算を認めている。

例） 4週 + 1週 + 2週 + 1週 ＝ 8週
※海外派遣期間としてカウントできるのは，実質活動期間。 連続した7日間のうち実質活動日5日以上で1週と取り扱う。

プログラム申込時に希望の科目を

育成院窓口にお知らせください。

なお，部局の専門科目など他の科目として認定する場合も

コース修了要件として左記科目のいずれかに読み替える

ことが可能です。ただし重複しての単位修得はできません。

国際部，基幹教育センター，学部等で成績登録する

科目が決められている場合は，その科目を

希望の科目として届出してください。

EIL オーストラリアSLAPプログラム オーストラリア 現地の⼩・中・⾼校等 英語 全 2ヶ⽉〜10ヶ⽉

イントラックス イントラックス 海外インターンシップ
アメリカ
アジア等

現地の企業等 英語 全 5週〜12ヶ⽉

Global wing Global wing 海外インターンシップ アジア 現地の企業等 英語等 全 1ヶ⽉〜

EF EF International Language Campuses 海外語学留学 21カ国 世界各地のEF校

英語・仏語
独語・韓国語
中国語
スペイン語

全 2週〜

Projects Abroad Projects Abroad チャイルドケア（⼀般ケア） フィリピン セブ島内の幼稚園，デイケアセンター，特別⽀援施設
英語
ビサヤ語

全 1週〜

NPO法人PALETTE PALETTE SCHOOL　インターンシップ フィリピン PALETTE SCHOOL（NGO施設　GK　Enchanted Farm内） 英語 全 2ヶ月～

NZLC  New Zealand Language Centre　語学留学 ニュージーランド 系列の語学学校（オークランド，ウェリントン） 英語 全 1週〜

学外（個⼈申込）


