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大阪工業大学の国際交流プログラムについて 
 

身近にあるグローバルと向き合おう 

グローバル化が進む中、皆さんの身近にグローバルな環境があります。たとえば、SNS、ファストファッション、

食べ物、エネルギー資源など、海外とのつながりなしにはもはや日々の生活は成り立ちません。また、卒業後に

皆さんの多くが活躍する理工系の分野でも、世界中の人々と協働したり競うことが、たとえ日本の会社で働こう

とも求められる場面が必ずあるでしょう。 

本学では、皆さんの卒業後のキャリアを見据え、学内でのグローバル学習サポートとさまざまな国際交流プロ 

グラムを用意し、皆さんの挑戦と成長をサポートしています。 

 

ステップアップに挑戦しよう 

「海外に行ったことがない」、「英語が話せない」・・・でも大丈夫、そこから一緒に始めましょう！ 

本学では、語学力を問わない初心者向けのプログラムから用意しています。まずは Step1 の語学研修・文化体験

プログラムに参加してみましょう。より上位の Step2～4 のプログラムに参加するには、語学力だけでなく専門分

野の知識も必要になってきます。学部・学科での専門分野の学びはもちろん、語学力も向上させながら準備を進

め、参加プログラムのステップを徐々に上げていきましょう！ 
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プログラムの選び方 
 

Point 1: 「海外で何を学びたいか」を考えてみよう 

・語学力を向上させたい⇒語学研修プログラム 

・異文化を体験したい／海外で友達を作りたい⇒文化体験プログラム 

・海外で専門的な研究をしたい⇒入門編なら海外視察旅行・国際 PBL、上級編は海外研究支援プログラム 

・海外で長期間生活しながら、専門的な学習がしたい⇒長期交換留学 

・海外でインターンシップに挑戦したい⇒イアエステ研修派遣 

上記を参考に、まずは本冊子で各プログラムの概要をチェックしてください。気になるプログラムがあれば、 

説明会や参加者募集ガイダンスに参加して、詳しい情報を確認しましょう。 

Point 2: 参加に必要な語学力の目安を調べて、準備をしよう 

プログラムの中には、参加要件として一定の語学力が必要なものもあります。 

1 年次から計画的に語学力を磨きましょう。 

プログラム 必要な語学力（目安） 

語学研修プログラム 
問わない 

文化体験プログラム 

国際 PBL プログラム TOEIC350 点程度 

海外研究支援プログラム TOEIC400 点程度 

長期交換留学 TOEIC550 点以上* 

イアエステ研修派遣 TOEIC600 点以上 

*アンジェロ州立大学（アメリカ）は、460 点以上の場合、条件付きで留学可 

 

 

 

 

 

 

Point 3: 留学計画を考えてみよう 

本学のプログラムには、夏期や春期の休暇期間に 1 週間～数週間程度参加するものから、数カ月～1 年という長

期間に渡って参加するものまで、様々な種類があります。参加時期を考える際は、Point 2 で挙げた語学レベル

や、5～10 ページに掲載している各学部の「国際交流プログラムマップ」、15 ページの「Q&A Part 2」等を目

安にしてください。特に長期のプログラムは、実際に参加するまでに語学学習や専門科目の計画的な履修、就職

活動や大学院進学の予定を考えるといった各自の準備が必要です。プログラムに興味を持ったらまず先輩や先生、

国際交流センターに相談して情報収集を行い、留学計画を考えてみましょう。 

「どのプログラムが自分に向いているかわからない」 

「留学したいけれど、どんな準備をしたらいいの？」 

そんなあなたは次の視点で考えてみよう！ 

 

 

 

【TOEIC（Listening & Reading）テストとは？】 

TOEIC（トーイック）とは、英語を母語としない人を対象とした、英語によるコミュニケーション能力を幅広く評価する

ための世界共通テストです。テスト結果は、合否ではなく 10 点から 990 点までのスコアで評価されます。 

IP テスト  企業や学校単位で行われる団体特別試験。このスコアは就職活動で履歴書に記入することができます。 

本学では年間 2 回（春・秋）実施しています。詳細は教務課の掲示板等で確認してください。 

公開テスト 公的な TOEIC スコアを取得するためのテスト。全国の会場で、年に 10 回程度実施されます。 

詳細：財団法人国際ビジネスコミュニケーション協会（http://www.toeic.or.jp/） 

学内グローバル学習サポートを 

活用しましょう！⇒17～18 ページ 
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【全学部】国際交流プログラム 
 

Step 

1 
語学研修プログラム ～海外で集中的に英語学習～ 

英語圏にある海外協定校や語学学校で 2～4 週間、集中的に英語学習に取り組むプログラムです。ホームステイ先や寮で現

地の生活を体験しながら学習することで、表現力やモチベーションの向上が期待できます。学部生は一定の条件を満たせば、

単位認定が可能です。 

■プログラム概要（予定） ※詳細および申込方法は、参加者募集ガイダンスでお知らせします。 

国・地域 派遣先 実施期間（予定） 参加形態 渡航期間 参加費（目安）＊ 

 
オーストラリア 

スインバン工科大学 8 月中旬～9 月上旬 団体 3 週間 444,000 円（※） 

Langports English 

Language College 

8 月～9 月および 

2 月～3 月 
個人 

2～4 週間程度 

（開始日と週数は

各自で設定可能） 

参加費（目安）は 3 週

間の場合 

348,000 円 

Browns English  

Language School 
323,000 円 

 
カナダ 

Canadian College of 

English Language 

（CCEL） 

340,000 円 

 
フィリピン NILS 165,000 円 

＊参加費（目安）には、授業料、宿泊費、渡航費を含みます。この他に海外旅行保険費（3 週間の場合 10,000 円程度）、現地生活費、パス

ポート取得費用（未取得の場合）などが学生負担になります。また渡航先や国籍により、ビザが必要な場合があります。 

※スインバン工科大学での研修には、上記に加えて、週末日帰り旅行 1 回と現地学生と交流するバディプログラムの費用が含まれます。 

■1 週間のスケジュール例 

  日 月 火 水 木 金 土 

9:00-11:05 

休日 

（課外活動、

ホストファ

ミリーとの

自由時間等） 

総合英語 

休日 

（課外活動、

ホストファ

ミリーとの

自由時間等） 

11:25-12:25 
確認テスト 

各スキルの強化 

ライティング リーディング リスニング スピーキング 

12:25-13:25 昼食 

13:25-14:40 選択クラス 

例：初歩英語、文法、英会話、語彙、ビジネス英語入門 
課外活動 

(オプション) 
14:50-15:35 宿題、自習の時間（オプション） 

15:35- 課外活動、ホストファミリーとの自由時間等 

■参加者の感想 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問い合わせ先 

国際交流センター 

 

 オーストラリアで身についたこと 

派遣先：スインバン工科大学（オーストラリア）  

 

最初に身についたのは度胸です。私は普段から積極的で

なく、知らない人と話すときは緊張してうまく話せませ

んでしたが、オーストラリアでは多くの人が友好的で、

自然に人と話すことに慣れました。次に身についたのは

自然な会話表現です。たとえば、私はこれまで”

beautiful”は「美しい」の意味でしか使わないと思って

いましたが、オーストラリアでは、誰かが何かをやり遂

げたときにも使っていました。最後に身についたのは広

い視野です。オーストラリアは移民国家なので様々な人

種の人がおり、皆違う価値観を持っていました。今では

以前よりも多くの視点で物事を考えられるようになり

ました。 

工学部環境工学科 1 年（参加当時） 
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Step 

1 
文化体験プログラム ～異文化理解力を身につけよう～ 

アジア圏にある海外協定校に 2～3 週間程度滞在し、現地学生との交流、文化施設見学、アクティビティ、ホームステイ

体験などを通じて、外国の文化を体験するプログラムです。ニュース報道以外の現実を知ることができ、グローバルな視

点が身につきます。派遣先の各大学とは、国際 PBL や交換留学による交流実績があります。 

■プログラム概要（予定） ※詳細および申込方法は、参加者募集ガイダンスでお知らせします。 

国・地域 派遣先 実施期間（予定） 参加形態 渡航期間 参加費（目安） 

 
タイ 泰日工業大学 8 月下旬～9 月上旬 

団体 

2 週間 62,000 円 

 
韓国 大田大学校 8 月中旬～下旬 3 週間 51,000 円 

 
台湾 南台科技大学 8 月中旬～下旬 2 週間 49,000 円 

 
中国 同済大学 8 月下旬～9 月上旬 1～2 週間 52,000 円 

＊参加費（目安）には、授業料、宿泊費、渡航費を含みます。この他に海外旅行保険費（2 週間の場合 7,000 円程度）、現地生活費、パ

スポート取得費用（未取得の場合）などが学生負担になります。また渡航先や国籍により、ビザが必要な場合があります。 

■参加者の感想 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■参加者募集ガイダンス 

夏期（8～9 月）派遣分 （語学研修・文化体験プログラム） 

 

春期（2～3 月）派遣分 （語学研修プログラム） 

4 月 16 日（火） 梅田キャンパス 10 月 8 日（火） 梅田キャンパス 

4 月 17 日（水） 枚方キャンパス 10 月 9 日（水） 枚方キャンパス 

4 月 19 日（金） 大宮キャンパス＊ 10 月 10 日（木） 大宮キャンパス 

4 月 23 日（火） 大宮キャンパス 10 月 15 日（水） 大宮キャンパス＊ 

※会場・時間はポータルサイト、掲示等でお知らせします（日程は変更になる場合があります） 

＊4 月 19 日（金）には春期語学研修プログラムの成果報告会を、10 月 15 日（水）には夏期語学研修・文化体験プログラムの

成果報告会を開催します。 

参加者の感想、写真をもっと見たい方は、 

WEB サイトをご覧ください 

http://www.oit.ac.jp/japanese/international/ 

program-short.html 

大阪工業大学後援会 国際交流貸付制度 

語学研修・文化体験プログラム参加者のうち希望する方は、

参加費用の一部を無利子で借りることができます。 

（期日までに返済が必要）⇒詳細は 14 ページ 

 日本との文化の違いを体感 

派遣先：泰日工業大学（タイ） 

プログラムでは、ホームステイや高校見学、小学校訪問

などを行いました。物価が安い、車やバイクが多い、道

路の水はけが悪い、皆がタクシーを使う、フォークとス

プーンで食事するなど、タイでは日本との違いをたくさ

ん感じました。また、タイ人の性格には感心しました。

今を楽しく生き、困っている人がいれば必ず助けにいく。

そして努力家が多い。こうしたタイの人たちと関わるこ

とで、自分も与えられた環境で努力しつつ、楽しむこと

が大切だと感じました。これまで旅行は日本国内だけで

良いと考えていましたが、このプログラムに参加して、

もっと世界を見たいと思うようになりました。 

 ロボティクス＆デザイン工学部 
システムデザイン工学科 1 年 

（参加当時） 
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【工学部】国際交流プログラム 

 

 

 

 

 

 

Step 

2 海外視察旅行 ～海外の歴史・文化、先進事例から学ぶ～  

プログラム概要 対象 国 
実施期間 

（予定） 

参加費 

（目安）＊ 
担当教員 説明会 

海外社会基盤構造物視察研修旅行 

ヨーロッパの都市を訪問し、社会基盤構造物やまちづくりに関

わる事例を調査・視察します。現地の大学で演習課題に取り組

むなど、英語を使って専門分野に取り組んでみたい学生の皆さ

んの後押しをします。 

C 科 ヨーロッパ 9 月上旬～ 

中旬 

350,000 円 三方先生 4 月下旬 

海外都市・建築視察研修旅行 

深い歴史を持つ欧米の都市を訪問し、人々が長い時間をかけて

積み重ねてきた都市と建築に関わる文化を視察します。文化の

異なる欧米の建築や生活を体感することは、日本や日本建築の

良さを再発見する契機となり、思考の幅が広がります。 

A 科 ヨーロッパ

諸国など 

9 月初旬 350,000 円 河野先生 5 月上旬頃 

＊参加費（目安）には、授業料、宿泊費、渡航費を含みます。この他に海外旅行保険費、現地生活費、パスポート取得費用（未取得の場合）な

どが学生負担になります。また渡航先や国籍により、ビザが必要な場合があります。 

 

 

問い合わせ先 

プログラム実施の 

各学科事務室 
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Step 

2 
国際 PBL プログラム ～海外の大学生とチームで研究活動～  

海外の大学に１週間程度滞在して、現地の学生とチームを組み、協働して工学的な課題解決に取組む PBL（プロジェクト・ベー

スド・ラーニング）です。海外から本学への受入も実施しています。 

【身につくチカラ】課題解決力、チームワーク、創造性、多様性理解力 

■プログラム概要【派遣】 

対象 国 協力校 テーマ 
実施期間 

（予定） 

参加費 

（目安）＊ 
大学補助 担当教員 説明会 

M 科 台湾 台湾科技大学 
Development of Wind  

Turbine 
8 月下旬頃 

30,000 円 

渡航費・ 

宿泊費 

補助 

宮部先生 

原口先生 

鵜飼先生 

4 月～5 月頃 

（履修ガイダ

ンス、授業内で

周知） 

E 科 

D 科 

台湾 

中国 

台北科技大学 

同済大学 
Rescue Robot Project 

8/15～28の

うち 7 日間 
熊本先生(D) 

吉田先生(E) 

小山先生(E) 

周先生(D) 

4 月上旬頃 

E 科 

D 科 
台湾 南台科技大学 

Intelligent Vehicle 

Challenge 

8/20～28の

うち 7 日間 

K 科 台湾 台湾科技大学 

Case study project 

based on Chemical 

Engineering 

8 月下旬 村岡先生 4 月下旬 

V 科 

（※） 
インドネシア 

パランカラヤ 

大学他 

Research for 

Environment and 

Biological Resources 

2/16～22 40,000 円 

高山先生 

河村先生 

駒井先生 

6/25 

U 科 台湾 大同大学 
The OIT-TTU Joint 

PBL Program 
8 月 30,000 円 

藤里先生 

宇戸先生 

3/18 の 

ガイダンス時 

＊参加費の他に、海外旅行保険費（7 日間で 4,500 円程度）、現地生活費、パスポート取得費用（未取得の場合）などが学生負担になります。ま

た渡航先や国籍により、ビザが必要な場合があります。 

 

■プログラム概要【受入】 

対象 国 協力校 テーマ 実施期間（予定） 担当教員 説明会 

C 科 台湾 台湾科技大学 
Design and Construction 

of Bridge Model 
8 月上旬または下旬 藤本先生 

3/18 の 

ガイダンス時 

K 科 台湾 台湾科技大学 
Case Study Project  

Based on Chemistry 
8 月下旬 

村岡先生 

松田先生 
4 月下旬 

V 科 

（※） 
インドネシア パランカラヤ大学他 

Field-scientific research on 

Water Environment in 

metropolis, Osaka, Japan 

8 月 

駒井先生 

高山先生 

河村先生 

5/8 

U 科 台湾 大同大学 
The OIT-TTU Joint 

PBL Program 
8 月 

藤里先生 

宇戸先生 

3/18 の 

ガイダンス時 

(※) V 科は派遣または受入いずれかを実施します。 

 

Step 

3 
ウィドヤ・マンダラ・カトリック大学派遣プログラム ～海外の学生と共同実験交流～  

3 か国（インドネシア、台湾、日本）の大学で共同国際交流プログラムを実施します。他国の同世代学生と友達になり、交流も

深めます。 

【身につくチカラ】コミュニケーション力、語学力、グローバルマインド 

対象 国 協力校 
実施期間 

（予定） 

参加費 

（目安）＊ 
大学補助 担当教員 説明会 備考 

K 科 

3 年 

台湾・ 

インドネシア・ 

日本 

台湾科技大学、 

ウィドヤ・マンダラ・

カトリック大学、 

芝浦工業大学 

2 月中旬 30,000 円 
渡航費・ 

宿泊費補助 
村岡先生 9 月中旬 

申込みは 

個別に対応 

＊参加費の他に、海外旅行保険費（7 日間で 4,500 円程度）、現地生活費、パスポート取得費用（未取得の場合）などが学生負担になります。ま

た渡航先や国籍により、ビザが必要な場合があります。 
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【ロボティクス&デザイン工学部】国際交流プログラム 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Step 

2 
ものづくりデザイン思考実践演習Ⅰ 対象：3 年次生 

3 年次前期に配当する必修科目内で展開されるプログラムです。海外に 1～2 週間程度滞在して、現地の学生とチームを組み、

協働して工学的な課題解決に取組む PBL（プロジェクト・ベースド・ラーニング）や、テーマに関連したレクチャーやワー

クショップの受講を行います。また、海外から本学への受入も実施しています。 

【身につくチカラ】課題解決力、チームワーク、創造性、多様性理解力 

■プログラム概要【派遣】 

国 協力校/機関等 テーマ 
実施期間 

（予定） 

参加費 

（目安）＊ 
担当教員 定員 

アメリカ 現地企業等 シリコンバレーワークショップ 6 月中旬 350,000 円 
小林先生 

松井先生 
15 

台湾 雲林科技大学 デザイン課題に取り組む 6/16~6/22 150,000 円 
今井先生 

木村先生 
15 

ヨーロッパ 

諸国 
現地施設 ヨーロッパ建築都市デザイン研修 6/16~6/28 380,000 円 

宮岸先生 

福原先生 
18 

アメリカ 
サリーアーツ・ 

アット・ザ・バーン 
木工中心のワークショップ 7/2~7/15 350,000 円 

宮岸先生 

西應先生 

横山先生 

12 

アメリカ Pratt Institute ニューヨーク×Design Future 6/28~7/11 350,000 円 
郡先生 

朽木先生 
14 

＊参加費の他に海外旅行保険費（7 日間で 4,500 円程度、14 日間で 7,000 円程度）、現地生活費（食事代、交通費）、パスポート取得費用（未

取得の場合）などが学生負担になります。また渡航先や国籍により、ビザが必要な場合があります。 

 

■プログラム概要【受入】 

国 協力校/機関等 テーマ 実施期間（予定） 参加費（目安） 担当教員 定員 

台湾 

韓国 

台北科技大学 

国民大学校 

企業課題をテーマとする

国際 PBL 
7/1～7/19 4,000 円 

松井先生、井上剛先生、 

赤井先生、野村先生 
15 

マレーシア サバ大学 
マレーシアにおける課題

を想定した国際 PBL 
6/9～6/15 4,000 円 井上剛先生、大須賀先生 10 

 

■プログラム概要【受入+派遣一体型】 

国 協力校/機関等 テーマ 実施期間（予定） 参加費（目安）＊ 担当教員 定員 

タイ タマサート大学 
デザイン思考を取り入れた

国際 PBL 

受入：6/17～6/23 

派遣：6/30～7/7 
70,000 円 

井上雄先生 

大須賀先生 
15 

＊参加費の他に海外旅行保険費（7 日間で 4,500 円程度）、現地生活費（食事代、交通費）、パスポート取得費用（未取得の場合）などが学生

負担になります。また渡航先や国籍により、ビザが必要な場合があります。 

問い合わせ先 

ロボティクス＆デザイン

工学部事務室 
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Step 

3 
国際 PBL プログラム ～海外の大学生とチームで研究活動～  

海外の大学に 1～5 週間程度滞在して、現地の学生とチームを組み、協働して工学的な課題解決に取組む PBL（プロジェク

ト・ベースド・ラーニング）です。また、海外から本学への受入も実施しています。 

【身につくチカラ】課題解決力、チームワーク、創造性、多様性理解力 

■プログラム概要【受入+派遣一体型】 

国 協力校/機関等 テーマ 実施期間（予定） 参加費（目安）＊ 担当教員 説明会 

台湾 

韓国 

台北科技大学 

国民大学校 

企業課題をテーマとする

国際 PBL 

受入：7/1～7/19 

派遣：7/20~8/26 
60,000 円 

松井先生、井上剛先生、 

赤井先生、野村先生 
4 月中旬 

＊参加費の他に、海外旅行保険費（38 日間で 11,000 円程度）、現地生活費（食事代、交通費）、パスポート取得費用（未取得の場合）などが

学生負担になります。また渡航先や国籍により、ビザが必要な場合があります。 

 

 
 

 

 

 
 

 

Q1 パ ス ポ ー ト の 取 得 方 法 を お し え て く だ さ い 。  

A ～パスポートの申請から受領まで～（初めてパスポートを申請するとき等の例）  

1 書類を揃える  

パスポートを申請するためには次の書類が必要です。  

（ 1）一般旅券発給申請書  1 通  

（ 2）戸籍謄本（または戸籍抄本）  1 通  

（ 3）住民票の写し  1 通  

（ 4）写真  1 葉  

（ 5）本人確認書類  

 

2 申請する  

上に掲げられている書類を全部そろえて、住民登録をしている都道府県のパスポート  

申請窓口で申請してください。  

申請から受領までに、通常 1 週間程度（土・日・休日を除く）かかります。  

 

3 受領する  

申請の時に渡された受理票（受領証）と手数料（ 5 年用は 11,000 円、 10 年用は 16,000 円）を

持参の上、必ず本人が交付（申請）窓口に出向いてください。  

※ 20 歳未満の方は、 5 年用しか申請できません。  

 

（参考）外務省 WEB サイト  

https: / /www.mofa.go. jp/mofaj / toko/passport/pass_2.html  

  

Q2 過 去 の 実 施 内 容 を 見 る こ と は で き ま す か ？  

A 本学 WEB サイト内の「国際交流」のページや、年度ごとに発行している冊子「国際交流プロ

グラム活動報告」で公開しています。  

 

大阪工業大学 WEB サイト（国際交流）  

http: / /www.oit .ac . jp / japanese/ international / index.html  

 

国際交流プログラム活動報告  

http: / /www.oit .ac . jp / japanese/ international /report.html#report  

 

 Q&A Part2 は 15 ページへ 
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【情報科学部】国際交流プログラム 

 

 

 

 

 

 

 

Step 

2 
国際 PBL プログラム ～海外の大学生とチームで研究活動～  

海外の大学に 1週間程度滞在して、現地の学生とチームを組み、協働して工学的な課題解決に取組む PBL（プロジェクト・

ベースド・ラーニング）です。また海外から本学への受入も実施しています。 

【身につくチカラ】課題解決力、チームワーク、創造性、多様性理解力 

■プログラム概要【派遣】 

国 協力校 テーマ（予定） 
実施期間 

（予定） 

参加費 

（目安）＊ 
大学補助 担当教員 説明会 

タイ タマサート大学 
Image Processing 

Project 
8/25～31 

30,000円 

渡航費・ 

宿泊費補助 
神納先生 

3/5 

12:30～13:30 

ラーニングコモンズ 

（1号館 4階） 

韓国 

 

日本 

韓国国立芸術総合学校 

済州漢拏大学 

北海道大学 

東北芸術工科大学 

Cross-Cultural  

Media Design  

Project 

9月上旬 渡航費補助 橋本先生 

＊参加費の他に、海外旅行保険費（7日間で 4,500円程度）、現地生活費、パスポート取得費用（未取得の場合）などが学生負担になります。

また渡航先や国籍により、ビザが必要な場合があります。 

 

■プログラム概要【受入】 

国 協力校 テーマ（予定） 実施期間（予定） 担当教員 説明会 

タイ タマサート大学 Real-world Game Programming 6/18～6/24 平山先生 
3/5 12:30～13:30 

ラーニングコモンズ（1号館 4階） 

 

Step 

2 
香港城市大学 短期留学 ～アジアを代表する都市・香港で留学体験！～ 

英語で行われる現地カレッジの授業（情報分野中心）に 2 週間出席し、大きなグローバルマインドを学びます。教員は同行

しませんので、自己生活力、自己解決能力も向上します。 

【身につくチカラ】語学力、コミュニケーション力、異文化体験、国際的視野 

国 協力校 実施期間（予定） 学生負担（目安）＊ 大学補助 掲示等 備考 

中国（香港） 香港城市大学 9月上旬 20,000円 渡航費・宿泊費補助 3月下旬 申し込みは 4月下旬まで 

＊学生負担（目安）には、渡航費の一部を含みます。この他に海外旅行保険費（7 日間で 4,500 円程度）、現地生活費、パスポート取得費用

（未取得の場合）などが学生負担になります。また国籍により、ビザが必要な場合があります。 

問い合わせ先 

情報科学部事務室 
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【知的財産学部】国際交流プログラム 

 

 

 

 

 

 

Step 

1 
台湾：虎尾科技大学夏期研修プログラム ～台湾の伝統と現代文化に触れる～ 

台湾中部の雲林県にある台湾国立虎尾科技大学で、台湾の伝統文化と現代文化を学ぶとともに、簡単な中国語の研修を行います。

文化体験などは日本語通訳が入ります。                【身につくチカラ】異文化理解力、コミュニケーション能力、チームワーク 

対象 国 協力校 実施期間（予定） 参加費（目安）＊ 大学補助 担当教員 説明会 

全学年 台湾 虎尾科技大学 
8 月下旬 

（8 泊 9 日程度） 

50,000 円（渡航費・ 

交通費・生活費など） 
宿泊費・受講料 三浦先生 6 月頃 

 

Step 

2 
台湾：知的財産春期集中プログラム ～台湾の大学・公的機関等で専門の学び～ 

台湾の協定大学にて知的財産の講義を英語で受けると共に、裁判所や特許庁などを訪問します。本学側で海外からの学生を受け

入れる夏期集中プログラムも実施しています。      【身につくチカラ】課題解決力、語学力、チームワーク、プレゼンテーション力 

対象 国 協力校 実施期間（予定） 参加費（目安）＊ 大学補助 担当教員 説明会 

M1、M2 台湾 

世新大学・雲林科技大学・ 

高雄科技大学・台北科技大学・ 

台湾科技大学・虎尾科技大学  

2020 年 3 月頃 

（3 泊 4 日程度） 
50,000 円 

渡航費・宿泊費

（一部） 
村川先生 2020 年 1 月頃 

 

Step 

3 
米国インターンシッププログラム ～アメリカで学ぶ最先端の知財実務～ 

アメリカの大学、法律事務所や IT関連企業などを訪問し、実務研修や企業の知的財産部担当者とのディスカッションを通じ、

アメリカの最先端の知財実務を学びます。         【身につくチカラ】実務対応力、実践的な語学力、多様性理解力、チームワーク 

対象 国 協力校 実施期間（予定） 参加費（目安）＊ 大学補助 担当教員 説明会 

3、4 年および 

M1、M2 
アメリカ サンタクララ大学 秋（約 1 週間） 説明会にて情報提供 渡航費・宿泊費 三浦先生 7 月頃 

 

Step 

4 
ワシントン大学夏期特許集中講座 ～イノベーションと知財の最先端に触れる～ 

ワシントン大学イノベーション政策先端研究センター(CASRIP)が提供する知的財産とイノベーションの夏期集中講座です。米

国を代表する講師陣による世界的に評価の高い講座です。 【身につくチカラ】課題解決力、コミュニケーション能力、語学力、専門性 

対象 国 協力校 実施期間（予定） 参加費（目安）＊ 大学補助（下記の一部） 担当教員 説明会 

M1、M2 アメリカ ワシントン大学 7/15～7/26 200,000 円 渡航費・受講料・滞在費 村川先生 4 月初旬 

 

＊参加費の他に、現地生活費、パスポート取得費用（未取得の場合）などが学生負担になります。また渡航先や国籍により、ビザが必要な場合

があります。 

問い合わせ先 

知的財産学部事務室 
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【全学部】国際交流プログラム 

  
Step 

4 
長期交換留学            ～海外の大学で長期間、専門分野を学ぶ～ 

 

 

■制度の概要（抜粋） 

協定校もしくは本学が加盟している UMAP（アジア太平洋大

学交流機構）の大学へ、最長 1 年間、基本的に授業料免除の

上、留学することができます。 

留学期間 

（A）授業科目を履修する場合：半年以上、1 年以下 

（B）研究／インターンシップの場合：8 週間以上、1 年以下 

学籍の取扱い 

希望した場合、「休学」を認める 

留学期間中の学費の取扱い 

（ア）休学する場合、在籍料（半期 6 万円／通年 12 万円）を

納入 

（イ）休学しない場合、留学中も通常通り学費を納入 

単位認定（授業科目を履修する場合） 

本学設置科目との関連性が認められる場合、学部では最大

30 単位まで卒業単位に含めることができる。大学院の場合

は、各研究科の定めによる 

その他の経費 

旅費、生活費、健康保険等は各自で負担 

【身につくチカラ】 

長期間海外で生活しながら学ぶことで、語学力はもちろんコ

ミュニケーション能力や課題発見能力、個人で物事に取り組

む忍耐力などが身につきます。 

 

 

■応募～留学開始までの流れ 

問い合わせ先 

国際交流センター 

 

 

2017 年 8 月からタンペレ工科大学で約 10 カ月間、組織工

学を中心に学びました。 

授業は座学からプロジェクトまで多岐にわたりますが、英語

で提供されている授業は基本的に院生向けなので、専門知識

や用語は自習しておく必要があります。これまでの授業で一

番苦労した事は、90 分間のプレゼンです。 

フィンランドでは大半の人が英語を喋れますし、日本食品も

手に入るので、生活の不便はないと思います。また気軽にヨ

ーロッパ旅行ができ、様々な体験ができるのは利点の一つで

す。 

留学は楽しい事ばかりではありません。長期交換留学を希望

している方は、しっかりと目的を持って計画してください。 

工学部生命工学科 3 年（参加当時） 

フィンランドでの長期交換留学 

（タンペレ工科大学に約 10 ヵ月交換留学） 

学内応募 

 

・応募書類の提出 

（申込書、志望動機書、 

誓約書等） 

留学先の決定 

（留学開始の約半年前） 

 

興味がある場合は早めに 

国際交流センターまで 

ご相談ください 

学内選考 

 

・書類選考 

・面接 

・合否発表 

希望留学先への 

応募、選考 

 

・応募書類の提出 

・合否発表 
合格 

渡航準備 

 

・休学手続き（必要な場合） 

・航空券購入 

・海外旅行保険加入 

・語学学習 

危機管理ガイダンス 

 

留学中、海外で安全に過ごす

ための心構えについて、国際

交流センターよりガイダン

スを実施します 

 現地渡航後、 

 留学開始！ 
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専門知識を身につけた上位学年では、専門性と語学力を活かして、より高いレベルのプログラムに参加しよう！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■交換留学が可能な大学（2019 年 3 月時点） 

国・地域 大学 留学の種類 派遣人数 語学力 

韓国 

 

大田大学校 

語学留学（韓国語） 

3 名※ 

問わない 

学部留学 
TOPIK3 級以上または

TOEIC730 点以上 

台湾 

 

国立清華大学 学部留学 2 名 
HSK6 級または TOEIC730

点以上 

台湾 

 

南台科技大学 

語学留学（中国語） 

2 名 

問わない 

大学院での授業履修 

HSK6 級以上または

TOEIC670 点以上か、 

それに相当する語学力証明 

大学院レベルの 

インターン／研究 

TOEIC550 点以上か、 

それに相当する英語力証明 

台湾 

 

国立台北科技大学 

学部留学 

5 名 
TOEIC550 点以上か、 

それに相当する英語力証明 インターン／研究 

タイ 

 

タマサート大学 

シリントーン国際工学部 

学部留学 

（※使用言語は英語） 
若干名 

TOEIC730 点以上か、それ

に相当する英語力証明 

アメリカ 

 

アンジェロ州立大学 
学部 

留学 

専門科目の授業を履修 

1 名 

TOEIC780 点以上、

TOEFLiBT79 以上、 

または IELTS6.5 以上 

7 週間の英語授業（自費）の後、 

専門科目の授業を履修 

TOEIC550 点以上、

TOEFLiBT60 以上、 

または IELTS5.5 以上 

14 週間の英語授業（自費）の後、 

専門科目の授業を履修 

TOEIC460 点以上、

TOEFLiBT50 以上、 

または IELTS4.5 以上 

フィンランド 

 

タンペレ大学 

（2019 年 1 月、タンペレ工科大学 

から大学名変更） 

学部留学 2 名 

TOEIC785 点以上、 

TOEFLiBT92 以上、 

または IELTS6.5 以上 

オーストリア 

 

ウィーン工科大学 大学院レベルのインターン／研究 若干名 

TOEFL iBT78 以上、

IELTS6 以上、TOEIC645 以

上 

ドイツ 

 

ミュンヘン防衛大学 インターン／研究 若干名 
TOEIC550 点以上か、 

それに相当する英語力証明 

ドイツ 

 

ヴッパタール大学 インターン／研究 若干名 
TOEIC550 点以上か、 

それに相当する英語力証明 

UMAP 加盟校 

（アジア、オセアニアなどの環太平洋諸国 

20 カ国、約 600 大学） 

授業履修等 各校 2 名 大学によって異なる 

※大田大学校への派遣人数枠は、学園 3 大学からの最大人数 

留学開始時期と学内応募締切は、WEB サイトに掲載しています 

（大学により異なるので注意してください） 

http://www.oit.ac.jp/japanese/international/program- 

exchange_outbound.html 
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Step 

4 
海外研究支援プログラム    ～卒業・修士論文とリンクした海外での研究活動～ 

 

 

Step 

4 
イアエステ研修派遣      ～海外の企業・研究室でインターンシップに挑戦！～ 

 

 

本学大学院に内部進学が確定している学部生および修士課程

の学生を選抜して、指導教員の推薦する海外の大学・研究機関

に一定期間（1 カ月以上）派遣するプログラムです。本学では、

渡航費、研究活動の経費、生活費の一部を支援しています。 

2019 年度の申請期限は 4 月 19 日（金）で、その後書類審査、

面接審査を経て、5 月末に派遣者を決定します。 

（2019 年 2 月に募集ガイダンスと 2018 年度参加者の成果報告会を 

実施済みです） 

 

 

 

 

【身につくチカラ】 

海外の大学・研究機関に一人で派遣されての研究活動。現地の

研究者や学生から刺激を受け、研究意欲が高まります。同時に

異文化での生活・研究活動を通して、様々な壁を乗り越える力

が身につきます。 

【派遣実績】 

プログラムが始動した 2013 年度から昨年度までに 164 名を

派遣しました！ 

【2018 年度の派遣先】 

ジョージア工科大学（アメリカ）、ウィドヤ・マンダラ・カト

リック大学（インドネシア）、ウプサラ大学（スウェーデン）、

サラマンカ大学（スペイン）、シュツットガルト大学（ドイツ）、

国立清華大学（台湾）、台湾科技大学（台湾）、浙江大学（中

国） 他多数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国際団体「イアエステ（IAESTE）」が主催する理系学

生を対象とした海外インターンシップです。派遣先は

世界 80 か国の企業または大学・研究所、期間は 8 週

間～52 週間で、現地での生活費が支給されます。 

本学では、意欲ある学生に応募を奨励し、受験料、渡

航費の支援を行っています。また、海外からも年間数

名を受け入れています。 

■出願資格・応募方法 

研修実施時に学部 3 年以上または大学院生で、英語試

験のスコアが TOEIC 600 点以上、TOEFL iBT 62 以

上、IELTS 5.5 以上等に達していること。 

 

2019 年度派遣生の募集は 7 月頃開始予定。書類審査・

面接があります。興味のある方はまず国際交流センタ

ーにご相談ください。 

【身につくチカラ】 

専門性、語学力はもちろん、異文化での就業体験を通

して、自己課題を発見し、キャリアに関して様々な気

づきと目標が得られます。 

「IAESTE Japan」（https://iaeste.or.jp/） 

 

 

 

夢の実現を目指して、インドでの 

インターンシップに挑戦 

インドのマニパル工科大学で約 5 週間、現地の教員の指導の下、

放電加工機（EDM）という工作機械を用いて実験を行いました。

実験がある程度進んでからは、データをまとめるソフトの使い

方を学び、品質管理の手法「タグチメソッド」を用いて、成果

をグラフにしました。研修中は、実験装置の故障や停電、体調

不良といったトラブルに苦労しましたが、他国の IAESTE メン

バーとの交流や観光で楽しむ時間もありました。 

帰国後も以前と変わらず、将来海外で働きたいという思いがあ

りますが、今回の研修に参加して、それを実現するためには、

専門分野の知識や語学力を磨く必要があると痛感しました。 

工学部機械工学科 3 年（参加当時） 

参加者が研究成果をまとめたポスターを大宮キャンパス Chast1 階に展示

しています。また、本学 WEB サイトでも PDF 版が閲覧可能です。

（http://www.oit.ac.jp/japanese/international/program-graduate.

html） 

このマークがついたプログラムでは、「トビタテ！留学 JAPAN 日本代表プログラム」への併願申請を推奨しています。

詳細は次ページを参照してください。 
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貸付金・奨学金の紹介 

 

学内  

大阪工業大学後援会 国際交流貸付制度 

語学研修・文化体験プログラムなどの本学が実施する海外研修参加者に対して、参加費用の一部を貸し付ける制

度です。1 口 50,000 円の 4 口以内（200,000 円まで）を無利子で借りることができます。 

手続き方法は、対象プログラムのガイダンス等で案内があります。 

 

学外 

日本学生支援機構等の奨学金 

日本学生支援機構海外留学支援サイト「海外留学のための奨学金」（http://ryugaku.jasso.go.jp/scholarship/）で

は、日本学生支援機構（JASSO）の奨学金制度のほか、地方自治体・民間団体の奨学金、外国政府奨学金、金融

機関によるローン等、さまざまな情報の検索ができます。 

 

  Step 

4 
トビタテ！留学 JAPAN 日本代表プログラム ～トビタテ！その経験が未来の自信へ！～ 

 

 

2014 年度から始まった、企業・団体からの支援や寄付

をもとに、官民が協働で取り組む海外留学支援制度で

す。留学プランを自分で設計し、審査に合格すれば返済

不要の奨学金が支給されます。 

■対象のプログラム 

本学のプログラムでは、長期交換留学（現地で実践活動を

行う必要あり）、イアエステ研修派遣、海外研究支援プロ

グラム等が対象となります。また、自身で手配をするイ

ンターンシップやフィールドワーク、ボランティアなど

も対象となります。 

本学ではこれまでに 2 名が採用されました！ 

第 4 期 企業でのインターンシップ（アメリカ） 

第 7 期 ジョージア工科大学（アメリカ）での研究活動 

※2 名とも海外研究支援プログラムとの併願申請 

 

■応募方法 

大学を通しての応募となりますので、興味のある方はま

ず国際交流センターにご相談ください。最新の募集内容

は、本学ポータルサイトや WEB サイトでお知らせしま

す。（例年 7 月と 12 月に募集を開始しています） 

 

「トビタテ！留学 JAPAN 日本代表プログラム」 

（http://www.tobitate.mext.go.jp/） 

 

世界トップレベルの IT 企業が集まるシリコンバレーにて、

次世代の音声認識システムを開発している企業のインター

ンシップに約半年参加しました。同僚との英語でのコミュ

ニケーションに苦労することもありましたが、仕事から非

常に大きな刺激を得ました。チームの一員として日本語モ

デルの構築や、スマートフォンに搭載するためのライブラ

リの開発を任され、ソフトウエアエンジニアになるために

学ばなくてはならないことがまだまだたくさんあると気づ

かされました。また、プログラミングをする上での知識や、

開発に用いるツール、考え方など、エンジニアに求められ

るリアルなスキルを知ることができました。 

工学研究科 生体医工学専攻 博士前期課程 1 年 

（参加当時） 

シリコンバレーで求められる 
エンジニアのスキルを実感 
（海外研究支援プログラムと併願申請） 

 

 

 

プログラムの参加資金は、ご家族と相談して計画的に準備

してください。一部のプログラムでは貸付制度を利用した

り、奨学金に応募することも可能です。 

http://www.tobitate.mext.go.jp/
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Q3 プ ロ グ ラ ム に 参 加 す る タ イ ミ ン グ は い つ が 良 い で し ょ う か ？  

A 本学では、皆さんが複数の国際交流プログラムに参加し、段階的にグローバル人材として成長していくことを推進し

ています。プログラム参加の組み合わせ例をご紹介しますので、計画作りの参考にしてください。  

 

①基本レベルから発展レベルまで段階的にステップアップ 

学部の早い段階に語学研修プログラム等に参加し、語学力や異文化理解を向上させます。その後、国際 PBL など、実

際に英語を使って行う活動を経験し、最終的に海外研究支援プログラム等でより専門的な研究活動を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②現状を踏まえて能力の強化 

一旦上位レベルのプログラムに参加したけれども、語学力等に不足を感じた場合は、基礎レベルの語学研修プログラ

ム等で実力を高めた後に、より上位のプログラム参加を目指すことが可能です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③できるだけ多くのプログラムに参加 

将来海外で仕事をしたい等の目的で、なるべく多くの国際交流の経験を積みたい方は、様々なプログラムに参加する

ことが可能です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Q&A Part 1 は 8 ページへ 



- 16 - 

 

 

国際交流プログラムのサポート体制 

国際交流センター 

国際交流センターでは、ポータルサイト、WEB サイト、ツイッター等で国際交流プログラムに関する情報を発信し

ています。 

プログラムに関心を持ったら早めに相談し、参加に向けた計画を立てて準備を始めましょう。 

3～4 ページおよび 11～14 ページで紹介した全学部対象のプログラムに関する相談は、国際交流センター窓口で受

け付けています。（梅田・枚方キャンパスの方は電話、メールでの相談も可能です） 

 

 

 

 

 

■国際交流センター長からのメッセージ 

http://www.oit.ac.jp/japanese/international/center-message.html 

学研災付帯海外旅行保険（付帯海学） 

国際交流プログラムにて海外に渡航する学生は、本学指定の海外旅行保険への加入が義務付けられています。 

本学では、2018 年度より学生教育研究災害傷害保険（学研災）が提供する海外派遣学生のための制度、学研災付帯

海外留学保険（略称：付帯海学）を利用しています。これにより、2019 年 6 月 1 日以降に出発するプログラムの場

合、45.6%の割引率が適用された価格で海外旅行保険に加入できます。 

加入の手続きについては、各プログラムのガイダンス等で説明します。 

 

■補償内容および料金表 

http://www.oit.ac.jp/japanese/international/program-support.html 

海外留学生トータルサポートサービス（TSS） 

国際交流プログラムのうち、引率のない派遣プログラムに参加する学生は、海外留学生トータルサポートサービス

（TSS）を利用することができます。 

TSS では、海外渡航中の病気、ケガ、盗難等のトラブル発生時の相談、および健康に関する相談を、電話（日本語）

にて行うことができるサービスを提供しています。本サービス利用にかかる費用は本学が負担します。 

加入の手続き、利用方法については、各プログラムのガイダンス等で説明します。 

プログラム実施中の危機管理 

国際交流プログラム実施中は、国際交流センターや学部・学科事務室を中心とした危機管理体制を敷いています。

トラブルが発生した際には、派遣先機関、引率教員、保険会社、旅行会社、現地大使館等の関係者と緊密に連携し、

速やかな問題解決を目指します。 

 

 

 

本学では、皆さんが安心して参加できるよう、

数々なサポートを提供しています。 

場所：大宮キャンパス Chast 1 階（⇒右の写真の建物） 

開室時間：月曜日～土曜日 9:00～17:00（土曜日の 11:30～12:30 は閉室） 
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学内グローバル学習サポート 
英語学習をトータルサポート！  
Language Learning Center (LLC) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【What’s LLC ?】 

LLC は学生の皆さんの英語学習のための「英語空間」

です。皆さんが「自然に英語を使える人」になれるよ

うに、たくさんの教材とサービスを用意しています。 

スタッフは国際色豊かでフレンドリーです。 

ぜひ、大宮キャンパス Chast 2 階へ一度、足を運んで

ください！ 

【Free Conversation】 

LLC の先生や学生スタッフと英会話を楽しみながら、英語力

を身につけることができます。予約不要・途中参加＆退出

OK、昼食持ち込み可能です！ 

キャンパス 曜日・時限 場所 

大宮 前期・後期：月～金の昼休み Chast2 階 LLC 

梅田 
前期：火曜 13:00-13:30 ラーニング・コモンズ 

（6 階） 後期：火曜 13:00-13:20 

 

【Consultation Room】 

LLC の先生と 15 分間、好きな内容で英会話を楽しめます。

マンツーマンレッスンで、日常会話、TOEIC 対策、プレゼ

ンや論文サポートまで、幅広い学習活動を LLC の先生がサ

ポートします。 

キャンパス 曜日・時限 場所 

大宮 

前期：月～金（11:45-13:25）、 

月・水 3 限、木・金 4 限 
マルチパーパス 

ルーム(2) 

（Chast 2 階） 
後期：月～金（11:45-13:25）、 

月・火 4 限、水曜 3・５限 

梅田 
前期：火曜２・4 限 ラーニング・コモンズ 

(6 階) 後期：火曜 2・3 限 

枚方 
前期前半：木曜 10:30-11:25、

12:30-13:15 
第 4LL 教室 

(1 号館 2 階) 
後期：木曜 11:45-13:25、5 限 

 

【Study Abroad Elective Course】 

留学希望者対象 LLC 英語講座。留学をテーマに 7 週（1 回

70 分）の無料講座を実施しています。英語に加え、海外生活

に重要な文化を学ぶことができます。 

キャンパス 曜日・時限 場所 

大宮 前期前半：月曜５限 
LLC・プレゼンテーションルーム 

（Chast 2 階） 

梅田 前期後半：火曜 5 限 
ロボティクス＆デザイン工学部

事務室にお問い合わせください。 
 

 

【PBL Course】 

主に国際 PBL プログラムに参加する学生への英語学習

サポート講座。前期に PBL をテーマに 7 週の無料講座

を実施しています。英語に加え、グループで課題をこな

すスキルを身につけることができます。 

キャンパス 曜日・時限 場所 

大宮 前期後半：月曜５限 

LLC・プレゼンテー 

ションルーム 

（Chast 2 階） 

梅田 
前期前半：火曜５限・6 限 

※事前登録要 

ロボティクス＆デザイ

ン工学部事務室にお問

い合わせください。 

枚方 前期後半：木曜 5 限 
第 4LL 教室 

（1 号館 2 階） 

 

【Academic English for Researchers】 

研究について英語で話すことに興味のある学生を対象

とした講座で、特に国際学会におけるポスター発表方法

について焦点を当てています。主に大学院進学予定者向

けの準備講座となります。 

キャンパス 曜日・時限 場所 

大宮 後期：火曜５限 

LLC・プレゼンテー 

ションルーム 

（Chast 2 階） 

梅田 後期：火曜 5 限 

ロボティクス＆デザイ

ン工学部事務室にお問

い合わせください。 

枚方 後期：木曜４限 
第 4LL 教室 

(1 号館 2 階) 

 

【各種イベントの実施】 

年間を通して、新入生向けイベント、ハロウィン、 

クリスマスパーティなどを実施しています。 

ぜひ、気軽にご参加ください！ 
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本学では、学生の皆さんのグローバルへの挑戦をサポートする多様なプログラムを提供しています。 

積極的に活用して、スキルアップを目指しましょう！ 

 
 

  

キャンパスでの国際交流 

 

 

【海外からの留学生受入れ】 

本学では長期留学生（正規留学生）以外にも、交流協定

を締結している海外の大学等からの短期留学生（研修

生）を毎年受け入れています。 

短期留学生は、正規科目の受講や研究室に配属されての

研究／インターンシップ、国際 PBL 等の研修プログラ

ム参加のいずれかを行っています。 

（最新の受け入れ情報は、WEB サイトの「国際交流」のペー

ジや国際交流センターのツイッターで配信しています） 

大宮・梅田・枚方 

キャンパス 図書館 

 

 

大宮・梅田・枚方 

キャンパス 英語プログラム 

 

 

【英語で多読＠図書館】 

各キャンパスの図書館には、楽しみながら読み進め

られる簡単で多種多様な英語図書が、たくさん備え

られています。合計数 10 万～100 万語を自主的に読

破することで、TOEIC での高得点獲得など、効果的

に英語力を養成できます。 

 

この他にも英語、中国語等の 

語学雑誌や TOEIC 対策の問 

題集も数多くそろえています。 

【MIC（模擬国際会議）】 

MIC（Mock International Conference）は、英語の

実践的運用力を高めるための PBL 型事業です。例年

12 月初旬に開催され、実際の国際会議を模した発表

会場で、大学院生や学部生が各自の研究内容を発表

すると同時に、運営も担当します。 

梅田 

キャンパス 英語プログラム 

 

 

【ヴァーチャル留学】  

会話や文法、語彙や英作文などに関する段階別個人

学習用英語プログラムを、インターネット上で提供

しています。各自のペースや都合に応じた授業外で

の学習に利用可能です。興味がある方は、梅田キャ

ンパスの英語教員までお問い合わせください。 

枚方 

キャンパス 英語プログラム 

 

 

【情報科学部英語研究室プログラム】 

学内の自習室に設置されているコンピュータで、

『英語漬けシリーズ』など e-learning のアプリケー

ションを時間に左右されず自由に利用することが

できます。リスニングや文法などを自習することが

でき、得意分野の向上にも苦手分野の克服にも最適

です。 

 

【語学自習室（1 号館 2 階）】 

映画やドラマを鑑賞したり、『スピードラーニング』

などの CD 教材を借りたりすることができます。ま

た、TOEIC 対策の問題集や多読用図書をはじめ数

多くの本を借りることもできます。PC も 5 台設置

されていて、英語学習だけでなく多目的に活用する

ことが可能です。スマートフォンや iPad の画像・

動画をプロジェクトして、グループ学習できるスペ

ースもできました。 

TOEIC® L＆R 対策・学内試験 

 

 

【TOEIC® L＆R 対策講座】 

学内で開講している TOEIC® L＆R 対策講座。スコア

アップのコツを学ぶチャンスです。 

問い合わせ先 資格サポートコーナー 

 

【TOEIC® L＆R IP テスト（学内試験）】 

年間 2 回（春・秋）、学内で TOEIC を受験できます。

1 年次の春と 2 年次の秋は全学生の受験が必須です。

継続して挑戦することで、英語力向上の自己点検と、

日常的な学習のペースメイキングに利用できます。 
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大阪工業大学 国際交流センター 

〒535-8585 大阪市旭区大宮 5 丁目 16 番 1 号（大宮キャンパス Chast1 階） 

TEL：06-6954-4935 

EMAIL： OIT.Kokusai@josho.ac.jp 

WEB SITE: http://www.oit.ac.jp/japanese/international/index.html 

TWITTER: @OIT_INTL 

 

 

 

2019 年 3 月発行 

本冊子の掲載事項は 2019 年 3 月現在のものです。 

内容が変更となる場合がありますので、参加者募集ガイダンス、 

説明会等で最新情報を必ず確認してください。 

 

 

【表紙写真】 

 

 

 

 

 

1   短期留学生との交流の様子 

2   語学研修プログラム 

3、4 工学部 国際 PBL 

5   ロボティクス＆デザイン工学部 国際 PBL 

6   情報科学部 国際 PBL 

1 2 

3 4 

5 6 

 

フォローをお願いします！ 

（海外派遣プログラム、国際交流イベント、海外情報などを配信中） 




