
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本冊子の掲載事項は 2020年 3月時点のものです。新型コロナウイルスの影響により、中止や延期を決定したプログラム
があります。最新情報は大学Webサイト等で確認してください。 
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国際交流プログラムって何のため?             
専門性×国際交流で広がる未来の可能性 
皆さんは現在、グローバル化の進んだ社会で暮らしています。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。卒業後に皆さんの多くが
活躍する理工系の企業でも、生産拠点の海外移転や海外市場の開拓などが進んでおり、専門分野の技術力、課題解
決力に加えて、語学力や異文化理解力のある人材の需要が急速に高まっています。こうした状況を受けて、本学も
「グローバル化」への対応を重要課題ととらえており、次の点を「グローバル人材育成」のゴールと考え、さまざ
まな国際交流プログラムと学習サポートを用意して皆さんの挑戦・成長をサポートしています。 

■グローバル人材育成のゴール 
・異なる文化背景を有する人々とのコミュニケーションに積極的な態度をもつこと 
・ツールとしての英語を習得しており、日常会話はもとより専門用語にも精通していること 
・「専門職業人」として最前線で活躍するために、世界を相手にした情報収集や情報発信の技能を持つこと 

 

世界の課題を考えよう 
最近よく耳にする SDGs（エス・ディー・ジーズ）。「Sustainable Development Goals（持続可能な開発目標）」
の略称です。SDGsは 2015年 9月の国連サミットで採択されたもので、国連加盟 193か国が 2016年から 2030
年の 15年間で達成するために掲げた目標です。 
SDGsは日本だけで達成する目標ではなく、世界全体で達成する目標です。海外プログラムに参加して、日本を飛
び出す。国際 PBL で海外の学生と協働しながら、地域社会が直面する世界共通の課題解決に取り組む。こうした
経験は皆さんの意識や行動を変えるきっかけになります。2020 年度の国際交流プログラムには、SDGs に関連し
たテーマを設定しているものもありますので、これを機に一人ひとりで考えてみましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［参考］SDGsについて（外務省）https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/sdgs/about/ 
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プログラムの選び方＆参加計画の立て方         

ポイント 1:「何を学びたいか」を考え、情報収集しよう 
次の例を参考に、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足を運んで、詳しい情報を確認しましょう。 

・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 
 

ポイント 2: 参加時期を考えよう 
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、次の「ポイント 3」で挙げる語学
レベルの目安や、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」
等を参考にしてください。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授業科目の計画的な履修、
ゼミや就職活動、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（⇒16ページ）に相談し、留学計画を考えてみましょう。 
 

ポイント 3: 参加に必要な語学力を調べて、準備をしよう（ステップアップに挑戦） 
「海外に行ったことがない」、「英語が苦手」といった方も大丈夫です。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の語学研修プログラムや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、一定の語学力と専門分野の知識が必要です。学部・学科
での学びはもちろんのこと、LLC（⇒17ページ）などを利用して早い段階から語学力を磨き、準備を進めましょう。 
 

 

 

 

 

 

 
 

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 

TOEIC450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 

学内グローバル学習サポート 
（⇒17～18ページ）を活用 
しましょう！ 
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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～ 

英語圏にある協定大学や語学学校で 2～4週間程度、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 
参加形態 
(学校種別) 

授業形式 実施期間 
（予定） 

渡航期間 宿泊先 
参加費 
(目安)＊ 

オーストラリア 

 

スインバン工科大学 団体 
(協定大学) 

グループ 8月 14日～ 
9月 6日 

3週間 

ホーム 
ステイ 

409,000円 
（※） 

Langports English 
Language College 

個人 
(語学学校) 

グループ 
(レベル別クラス) 

2月～3月 
2～4週間程度 
(開始日・週数は 
各自で設定可能) 
 

＊参加費（目安）は 

3週間の場合 

332,000円 

Browns English 
Language School 

330,000円 

カナダ 

 

Canadian College of  
English Language  
(CCEL) 

8月～9月 

および 

2月～3月 

306,000円 

フィリピン 

 

NILS マンツーマン 
学生寮 

213,000円 

SMEAG マンツーマン 
+グループ 

240,000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、現地学生と交流でき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 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

プログラム参加者の声 
派遣先：NILS（フィリピン）  
 

問い合わせ先 

国際交流センター 

 

私は今回初めて海外に行きました。まったくと言って良い
ほど英語ができないので、英語で英語を教わって理解でき
るだろうか、などと出発前は不安が多くありました。しか
し、語学学校では先生方がフレンドリーに接してくれたの
で、すぐに打ち解けることができました。最初は間違えた
英語を話して恥ずかしく思うことも多く、食事の注文でも
英語を話さなくてはならないので大変でしたが、2週目に
は慣れました。先生と交流が深くなってくると、授業が始
まる前の雑談が増えました。雑談も意外と大切で、受験英
語などの決まった型の英語ではなく、相手に伝わる英語を
学びました。慣れない生活習慣や英語で苦労したこともあ
りましたが、良い経験になりました。 

工学部電子情報通信工学科 2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～ 

アジア圏にある協定大学に 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。 

派遣先ごとに定員があります。 

国・地域 派遣先 参加形態 実施期間（予定） 渡航期間 宿泊先 参加費（目安）＊ 

タイ 
 

泰日工業大学 

団体 

8月下旬～9月上旬 2週間 ホテル 60,000円 

韓国 
 

大田大学校 8月中旬～下旬 3週間 学生寮 70,000円 

台湾 
 

南台科技大学 8月中旬～下旬 2週間 学生寮 150,000円 

中国 
 

同済大学 8月中旬～下旬 2週間 ホテル 65,000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 14日（火） 梅田キャンパス 10月 6日（火） 梅田キャンパス 

4月 15日（水） 枚方キャンパス 10月 7日（水） 枚方キャンパス 

4月 17日（金） 大宮キャンパス 10月 9日（金） 大宮キャンパス 

4月 22日（水） 大宮キャンパス* 10月 14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 22 日（水）には春期語学研修プログラムの成果報告会を、10 月 14 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 

授業では、韓国語の発音、読み書きと文化を学びま
した。韓国語は以前から少し勉強していましたが、
発音が難しく全然わからなかったので、大田大学校
のバディや先生と仲良くなって会話し、正しい発音
ができるまで教えてもらいました。リスニングも、
韓国に行ってすぐはできませんでしたが、帰国前に
は初めよりも聞き取れるようになりました。 
バディは大学周辺のカフェや学生行きつけの店など
に案内してくれ、休日にはソウルやプサンに一緒に
行ってくれました。帰国してからも連絡を取り合う
友達ができ、プログラムに参加して良かったと思い
ます。 

工学部機械工学科 3年（参加当時） 

プログラム参加者の声 
派遣先：大田大学校（韓国） 
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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月中旬 350,000円 山口先生 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を通じて、日本や日本建築の
良さを再発見し、建築への価値観や思考の幅が広がります。 

A科 スイス、 
フランス、 
イタリアなど 

8月後半～ 
9月初旬 

350,000円 寺地先生 4月下旬 

＊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。 
■プログラム概要【派遣】 

対象 国 協力校 
(★が会場) テーマ 

該当する 
SDGsの 
ゴール 

実施期間 
（予定） 

参加費 
(目安)＊ 

大学 
補助 担当教員 説明会 

C科 台湾 台湾科技大学 Design and Construction 
of Building Model 11 8月下旬 

３万円 

渡航費, 
宿泊費 
補助 

杉本先生 
4月下旬∼ 
5月上旬 

A科 中国 北京科技大学 
Structural Design and 
Construction of Building 
Model 

9, 11, 12 8月下旬 
向出先生 
権先生 

4月下旬 

E科 
D科 

台湾 
中国 

台北科技大学 
★同済大学 

Automatic Delivery 
Drone 1, 11 

8月 21日 
∼30日 

熊本先生(D) 
周先生(D) 

4月上旬 

K科 
台湾 
ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ 
日本 

★台湾科技大学 
ｳｨﾄﾞﾔ・ﾏﾝﾀﾞﾗ・ 
ｶﾄﾘｯｸ大学 
芝浦工業大学 

Case study project 
based on Chemical 
Engineering 

7 8月下旬 
下村先生 
平井先生 

4月下旬 

V科 
（※） 

ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ 
★ﾊﾟﾗﾝｶﾗﾔ大学 
ﾑﾗﾜﾙﾏﾝ大学 
ﾊﾞｸﾘ大学 

Research for Environment 
and Biological Resource on 
Tropical Peat Swamp Forest 
in the Central Kalimantan of 
Indonesia 

6, 7, 12 2月 ４万円 
高山先生 
河村先生 
福岡先生 

9月 

U科 台湾 大同大学 The OIT-TTU Joint PBL 
Program 3 8～9月 ３万円 

宇戸先生 
藤里先生 

4月 

＊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 
該当する 
SDGsの 
ゴール 

実施期間 
（予定） 担当教員 説明会 

M科 
台湾 
ﾍﾞﾄﾅﾑ 

台湾科技大学 
ｶﾝﾄｰ大学 

Development of Wind Turbine 7, 12 
8月下旬∼ 
9月上旬 

宮部先生 
鵜飼先生 
原口先生 

4月 

E科 
D科 

台湾 
ﾌｨﾘﾋﾟﾝ 

南台科技大学 
ｻﾝﾎｾﾚｺﾚﾄｽ大学 

Intelligent Vehicle Challenge 11 8月 
吉田先生(E) 
小山先生(E) 
木原先生(E) 

4月上旬 

K科 
台湾 
ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ 

台湾科技大学 
ｳｨﾄﾞﾔ・ﾏﾝﾀﾞﾗ・ｶﾄﾘｯｸ大学 

Case Study Project Based on 
Chemistry 7 7月下旬 

下村先生 
平井先生 

4月下旬 

V科 
（※） 

ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ 
ﾊﾟﾗﾝｶﾗﾔ大学 
ﾑﾗﾜﾙﾏﾝ大学 
ﾊﾞｸﾘ大学 

Environmental-engineering 
fieldwork approaches on urban 
environmental problems in Osaka 

9,11,12, 
13,14,15 

8～9月 
高山先生 
河村先生 
福岡先生 

4月下旬 

U科 台湾 大同大学 The OIT-TTU Joint PBL Program 3 8～9月 
宇戸先生 
藤里先生 

4月 

(※) V科は派遣・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。 
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 
ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ 
日本 

台湾科技大学 
ｳｨﾄﾞﾔ・ﾏﾝﾀﾞﾗ・ｶﾄﾘｯｸ大学 
芝浦工業大学 

8月 30,000円 渡航費・ 
宿泊費補助 下村先生 未定 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。 
■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 

ハンガリー 
オーストリア 
ドイツ 

現地施設 ヨーロッパ建築都市＆デザイン研修 6/10∼6/21 38万円 福原先生 
宮岸先生 18 

アメリカ 現地企業等 シリコンバレーワークショップ 6月下旬∼ 
7月上旬 35万円 小林先生 

野田先生 15 

アメリカ サリーアーツ・アット・
ザ・バーン アメリカメイン州デザイン思考ワークショップ 7/2∼7/15 35万円 朽木先生 

宮岸先生 12 

アメリカ Pratt Institute New York×Design Futures@Pratt 6/18∼7/1 35万円 郡先生 8 

＊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 
該当する
SDGsの 
ゴール 

実施期間 
（予定） 

参加費 
（目安） 担当教員 定員 

台湾 
韓国 

フランス 

台北科技大学 
国民大学校 
EPITECH 

企業連携、国際連携、学際アジアの 
人々の課題をテーマとする国際 PBL 

3, 11 7/1～7/18 4,000円 
松井先生 
姜先生 
野村先生 

15 

 
■プログラム概要【受入+派遣一体型】 

国 協力校/機関等 テーマ 
該当する
SDGsの 
ゴール 

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 アジアの人々の健康な生活と
幸福に資することを目的とし
たデザイン思考に基づく国際
PBL 

3 派遣：6/14～6/20 
受入：6/21～6/28 50,000円 

井上雄先生 
脇田先生 
赤井先生 

15 

マレーシア サバ大学 3 派遣：6/14～6/20 
受入：6/21～6/28 45,000円 

大須賀先生 
瀬尾先生 
赤井先生 

15 

台湾 雲林科技大学 デザイン思考を取り入れた国
際 PBL (台湾） 3 派遣：7/5～7/12 

受入：7/14～7/21 40,000円 井上剛先生 
益岡先生 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。 
■プログラム概要【受入+派遣一体型】 

国 協力校/機関等 テーマ 
該当する 
SDGsの 
ゴール 

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 

企業連携、国際連携、学際アジアの 
人々の課題をテーマとする国際 PBL 

3, 11 
受入：7/1∼7/18 
派遣：7/20∼8/28 

60,000円 

松井先生 
姜先生 
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～（日本国籍の方が初めてパスポートを申請するときの例）  

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/ internat iona l/ index.html 
 
国際交流プログラム活動報告  
http://www.oit.ac.jp/japanese/ internat iona l/report.html#report  

 

 Q&A Part2は 15ページへ 

国際交流プログラムに関する皆さんからのご質問にお答えします
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【情報科学部】国際交流プログラム 

 

 
 

 

 

 

 

Step 
2・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。 
■プログラム概要【派遣】 

国 協力校 テーマ 
該当する 
SDGsの 
ゴール 

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 

4,17 
5月 31日～
6月 7日 ４万円 

渡航費・ 
宿泊費 
補助 

村木先生 

3/4 
12:40～13:30 
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 
※参加大学は変更になること
があります。 

Cross-Cultural  
Media Design  
Project 

17 
8月 26日～ 
8月 30日 ４万円 

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 該当する SDGs 

のゴール 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 

4,17 
7月 20日～ 
7月 26日 

平山先生 
3/4 12:40～13:30 
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。 

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 ２万円 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。 
＊香港の情勢によっては、中止になることがあります。 

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。 
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。 
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  

2021年 3月頃 
（3泊 4日程度） 

50,000円 
渡航費・宿泊費
（一部） 

内藤先生 2021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。 

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 内藤先生 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。 
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 7/13～7/24 200,000円 渡航費・受講料・滞在費 内藤先生 4月初旬 

 
＊参加費の他に、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 

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。 

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。 

対象学年 
主に 3、4年生と大学院生 

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 

 

 

 

■応募～留学開始までの流れ 

 プログラム参加者の声 
派遣先：タンペレ工科大学（現タンペレ大学） 
（フィンランド） 

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） 

問い合わせ先 

国際交流センター 

 

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 

 留学開始！ 
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■交換留学が可能な大学（※2020年 3月時点の情報です。最新版は大学WEBサイトを確認してください） 

国・地域 大学 留学の種類 定員 語学力 

韓国 

 
大田大学校 

語学留学（韓国語） 
3名※ 

問わない 

授業履修 
TOPIK3級以上または TOEIC730点
以上 

台湾 

 

国立清華大学 授業履修 2名 HSK6級または TOEIC730点以上 

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 

国立台北科技大学 
授業履修 

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 

大同大学 授業履修 2名 HSK6級または TOEIC550点以上 

雲林科技大学 
授業履修（※使用言語は主に中国語） 

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 

授業履修（※使用言語は英語） 5名 
TOEIC730点以上か、それに相当する
英語力証明 

マレーシア 

 
ペトロナス工科大学 

授業履修（※使用言語は英語） 2名 
TOEFLiBT59以上または IELTS5.0 
以上 ※TOEICの結果は認定不可 インターン／研究（※使用言語は英語） 若干名 

アメリカ 

 
アンジェロ州立大学 

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 
（建築分野は、交換留学対象外） 授業履修 2名 

TOEFLiBT92以上または IELTS6.5 
以上（目安：TOEIC785点以上） 

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以上または IELTS6.0
以上（目安：TOEIC645点以上） 

ドイツ 

 

ミュンヘン防衛大学 インターン／研究 若干名 
TOEFLiBT92以上または IELTS6.5 
以上（目安：TOEIC785点以上） 

ヴッパタール大学 インターン／研究 若干名 
TOEFL iBT79以上または IELTS6.0
以上（目安：TOEIC785点以上） 

スウェーデン 

 

ウプサラ大学 
（ゲームデザイン学科） 

授業履修 2名 
TOEFLiBT92以上または IELTS6.5 
以上（目安:TOEIC785点以上） 

UMAP 加盟校（アジア、オセアニアなどの環太平洋
諸国 22カ国、約 500大学） 

授業履修等 各校 2名 大学による 

※大田大学校への派遣人数枠は、学園設置 3大学（大阪工業大学、摂南大学、広島国際大学）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～  
本学大学院に内部進学が確定している学部生および大学院生
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。
海外の大学・研究機関に一人で派遣されて研究活動を行うこ
とで、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。 

2020年度の申請期限は 4月 20日（月）で、その後書類審査、
面接審査を経て、5月 28日（木）に派遣者を決定します。 
（2020年 2月に募集ガイダンスと 2019年度参加者の成果報告会を 
実施済みです） 

 
 
 
 

 

 

    
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！～  
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。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。 

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 
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。 
 
■応募方法 
2020 年度派遣生の募集は 7 月頃開始予定。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（書類審査・
面接あり）。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。 
 
「IAESTE Japan」https://iaeste.or.jp/ 

 

         
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。 

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） 

【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187名を派遣
しました！ 

【2019年度の派遣先】 
クレムソン大学（アメリカ）、ジョージア工科大学（アメリカ）、
グラスゴー大学（英国）、ピサ大学（イタリア）、パランカラヤ大
学（インドネシア）、ニューカッスル大学（オーストラリア）、ウ
ェスタンオンタリオ大学（カナダ）、ウプサラ大学（スウェーデン）、
サラマンカ大学（スペイン）、タマサート大学（タイ）、国立清華
大学（台湾）、国立交通大学（台湾）、国立台湾科技大学（台湾）、
清華大学（中国）、華東理工大学（中国）、アシャッフェンブルク
応用科学大学（ドイツ）、ミュンヘン工科大学（ドイツ） 

 

私が所属した研究室では、持続可能性のあるセメントやブロック
などの建材の開発、研究を行っていました。今まで本格的な論文
を書いたことがなかったため苦労しましたが、現地で出会った上
級生からアドバイスをもらいました。論文テーマは「ブラジルと
日本のサステイナブル（持続可能性のある）建築の異国間比較」
です。文献や国際機関が発表した統計、国際目標の調査を行い、
ブラジルと日本の建築事情とサステイナブル建築を比較して、課
題を定義しました。これまで性能が良いと思っていた日本の住宅
にも、他国と比べて性能が悪い面があることを知り、日本の環境
建築の現状に興味が沸きました。日本は産業技術が発展していま
すが、文化的・環境的な要因から環境に良い建築が遅れている面
もあります。自国で対策を考えるだけでなく、他国の進んだ実例
を参考にするべきだと思いました。 

ロボティクス＆デザイン工学部空間デザイン学科 3年 
（参加当時） 

プログラム参加者の声 
派遣先：サンパウロ州立パウリスタ大学（ブラジル） 
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  貸付金・奨学金の紹介                 

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の利用が
可能なほか、奨学金に応募することもできます。 

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、本学が実施する一部の海外研修に参加する学生のうち、希望者に参加費用の
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。利
用にあたっては申請書類の提出が必要です。詳細は、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。※第 14期（2021年度前期留学開始）以降の募集有無は、

現時点で未定です。 

■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」 
https://tobitate.mext.go.jp/ 

 

 

 プログラム参加者の声 
派遣先：シリコンバレーの企業（アメリカ） 
（海外研究支援プログラムと併願申請） 

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） 
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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。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

国際交流プログラムに関する皆さんからのご質問にお答えします

Q&A Part 1は 8ページへ 
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国際交流プログラムのサポート体制                 

本学では、皆さんが安心して国際交流プログラムに参加できるよう、数々なサポートを提供しています。 
 
国際交流センター（大宮キャンパス） 

国際交流センターでは、3～4ページおよび 11～14ページで紹介した全学部対象の海外研修・留学プログラムを実施
し、留学希望者への各種情報の提供やアドバイスを行っています。また、海外協定校等から交換留学生を受入れ、本
学学生の皆さんとの交流機会を設けています。キャンパス内外での国際交流を通して見聞を広げたい方は、随時相談
を受け付けていますので、お気軽にお越しください。（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、2020年 6月 1日以降に出発するプログラムの場合、
一定の割引率（※）が適用された価格で海外旅行保険に加入できます。（※2019年度実績：45.6%） 
加入手続きの詳細は、各プログラムのガイダンス等で案内します。 
 
■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 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です。本サービス利用にかかる費用は本学が負担します。 
加入手続きと利用方法は、各プログラムのガイダンス等で案内します。 
 
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。 
 
 

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） 

電話番号：06-6954-4935 
メール：OIT.Kokusai@josho.ac.jp 

WEBサイト: http://www.oit.ac.jp/japanese/international/index.html 
Twitter: @OIT_INTL 
⇒ポータルサイト、WEB サイト、Twitter 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！ 
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学内グローバル学習サポート              

Language Learning Center (LLC) 英語学習をトータルサポート！  

 

 

 

 

 

 【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） 
月曜 12:45-14:15,5限(1-4,12-14週) 
水曜 3限 
木曜 12:50-14:20（1-7週）,4限 
金曜 4限 

マルチパーパス 
ルーム(2) 

(Chast 2階) 

後期 
月～金（11:45-13:25） 
月曜 4限, 火曜 4限,  
水曜 12:50-14:20, 金曜 4限 

梅田 
前期 火曜 11:10-12:40（8-14週）, 

14:30-16:00 
ラーニング・ 
コモンズ 
(6階) 後期 火曜 11:10-12:40、14:30-16:00 

枚方 前期 木曜 10:30-11:30（1-7週）, 
12:40-13:20（1-7週） 第 4LL教室 

(1号館 2階) 後期 木曜 10:30-11:25,12:30-13:15,4限 
 
【TOEIC準備講座】 
TOEIC® L＆R準備講座です。パートごとの対策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：木曜５限 LLC・プレゼンテーションルーム 

（Chast 2階） 後期前半：水曜 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 
前期後半：木曜５限 
後期後半：水曜 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 5-11週：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：月曜・火曜 5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 3限 第 4LL教室(1号館 2階) 

 
【Learning Advising】 
「英語を勉強したいけど何から始めていいか分からない」「自分
に合った教材がわからない」などの相談に対し、1対 1でアドバ
イスを行い英語学習をサポートします。相談は英語でも日本語で
も可能です。 
キャンパス 曜日・時限 場所 

大宮 
前期：水曜 3限 LLC・プレゼンテー

ションルーム 
（Chast 2階） 後期：水曜 12:50-14:20 

梅田 前期・後期：火曜 12:40-14:20 
ラーニング・ 

コモンズ（6階） 

枚方 前期・後期：金曜 3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！ 

 

【Whatʼs 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！ 
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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 

 

 

梅田 
キャンパス 英語プログラム 

 

 

【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） 

【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 

 

 

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を多く備えています。
まずは語数が少ない簡単なものから始め、たくさん読
むことで TOEICでの高得点獲得など、効果的に英語力
を養成できます。 
 
また、クイズ形式で学習できる 
英語企画を実施していますので、 
気軽に参加してください。 

【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。 

【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、
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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【編集・発行】 

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 

 

 

 

2020年 3月発行 

本冊子の掲載事項は 2020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や説明会で 

最新情報を必ず確認してください。 

海外で実施するプログラムについては、渡航先の国・地域の政治、治安、 

衛生上の諸事情等より、やむを得ず催行を中止する可能性があります。 
 

【表紙写真】 

 
 
 
 
 
 

1   情報科学部 国際 PBL 

2   工学部（V科）国際 PBL 

3   工学部（K科）国際 PBL 

4   ロボティクス＆デザイン工学部 国際 PBL 

5   工学部（E・D科）国際 PBL 

6   工学部（M科）国際 PBL 

フォローをお願いします！ 
（海外派遣プログラム、イベント、短期留学生の来日ニュースなどを配信中） 

1 2 

3 4 

5 6 

 


