
 

専門性×国際交流で広がる未来の可能性 
今日ではグローバルな社会が皆さんのそばにあります。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。卒業後に多くの方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、語学力に
加えて、課題解決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、本学でも「グローバル化」への対応を重要課題と考え、 
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、皆さんの挑戦・成長を応援しています。「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︕まずは語学力を問わない Step1 の語学研修プログラム等に
参加してみましょう。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・学科での学びと並行して早い段階から語学力を磨き、準備を進めましょう。 

必要な語学力(目安) プログラム名 こんな人におすすめ 
問わない 語学研修 語学力を向上させたい 
問わない 文化体験 異文化を体験したい、海外の学生と交流したい 
TOEIC350点程度 国際 PBL 海外の学生とチームで共通の課題に取り組みたい 
TOEIC450点以上 海外研究支援 海外で専門的な研究活動をしたい 

TOEIC550点以上 長期交換留学 海外で長期間生活しながら、専門分野の授業履修、
語学学習（韓国語、中国語等）がしたい 

TOEIC600点以上 イアエステ研修派遣 海外でインターンシップに挑戦したい 
 

 

 

国際交流プログラムの紹介 

ステップアップ
に挑戦しよう！ 



Step1 語学研修プログラム ～各種プログラムの準備学習に～  

夏休み・春休みの数週間、海外協定校や語学学校で英語を集中特訓するプログラム 

[対   象] 全学年 

[派 遣 先] オーストラリア、カナダ、フィリピン等の海外協定校または語学学校 
[時   期] 夏休み、春休み 
[期   間] 1～4週間（各自で選択） 
[参加費用] 派遣︓約 20～42万円、オンライン︓約 2.5～7.5万円 
[特 長 ] 会話中心、総合力強化など希望のコースを選んで学習することで、表現力やモチベーションの  
[特   長] 向上が期待できます。学部生は一定の条件を満たしていれば、「海外語学研修」の単位認定が
[特   長] 可能です。 

 

 

 

 

 
 

 

Step2, 3 国際 PBL プログラム ～海外の学生と専門分野で課題解決に取り組む～  

海外の学生と混成チームで、学部・学科の専門性に合わせた課題に取り組むプログラム(使用言語は英語) 

2020年度からは SDGs（持続可能な開発目標）に関連したテーマを設定しています。 

[対   象] 主に 2～4年生 
[募集人数] 各学科 10～15名程度 
[協 力 校] 台湾、中国、韓国、インドネシア、タイ等の協定校を中心とした 

海外の大学 
[実施形態] オンライン／派遣（海外の協力校等が会場）／受入（本学が会場） 

[実施形態] ※感染症の影響により、2020～2021年度はすべてオンラインで実施しました。 
[時   期] 主に 6～9月 
[期   間] 1週間～2 カ月（学部・学科により異なる） 
[参加費用] 派遣の場合、3～6万円程度 
[特   長 ] 異なる価値観を持つ人々と協働することで、課題解決力、創造性、チームワーク、創造力、  
[特   長] 多様性の理解力が身につきます。 

 
 
 
 

 

 

2021 年度に実施したオンライン国際 PBL（一例） 
工学部電子情報システム工学科×国立台北科技大学（台湾） 
テーマ︓Intelligent vehicle challenge 2021 
画像認識により赤と白のボールを識別し、赤のボールのみを収集する
自立制御の車体を構築しました。 

過去のプログラムを CHECK→ 

オンライン語学研修を活用しよう！  
新型コロナウイルスの影響で、2020年度から「オンライン語学研修」を実施しています 
（のべ 119人が参加）。インターネットがあればリアルタイムで世界とつながれる今、将来の
留学やキャリアを見据えて、チャレンジしてみませんか︖ 
メリット①価格…航空券代や滞在費がかからないため、渡航型より圧倒的に安価です。 
メリット②参加しやすさ…自由時間が多く、部活やアルバイトと両立しやすいです。 
メリット③スキル向上…英語力だけでなく、PC スキル等も向上します。 

参加者の声、過去のプログラムを CHECK→ 

【注】・新型コロナウイルス感染症の影響により、プログラム中止やオンライン実施となる可能性があります。 
・本リーフレット記載の参加費用（オンライン以外）は2019年度の実績であり、2022年度の費用とは異なる場合があります。 
・派遣プログラムは参加費用の他に、海外旅行保険料・現地生活費・パスポート取得費用等が参加者の負担となります。 



Step4 海外研究支援プログラム ～海外の大学等で卒業研究・大学院研究の一部を実施～  

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、指導教員の推薦する海外の   

大学・機関に派遣するプログラム 

[募集人数] 25名程度 
[派 遣 先] 研究分野に関連する海外の大学・研究所等 
[時   期] 4月～翌年 1月 *4月出発は大学院博士前期課程 2年生のみ 

[期   間] 1～7 カ月 
[参加費用] 渡航費の 9割、生活支援金（日額上限 2千円）等を本学から支援。 

その他の経費は各自が負担 
[特   長] 現地の研究者や学生から刺激を受け、多様性の理解力、 

行動力、コミュニケーション能力、自立心が身につきます。 
何よりも研究力が飛躍的に向上します。 

 

Step4 長期交換留学 ～海外の大学で長期間、語学や専門分野を学ぶ～  

最長 1 年間、海外協定校等へ留学できる制度 

留学の種類は①専門科目の授業履修、②語学学習（韓国語、中国語等）、③研究/インターンから選択可能 

[対   象] 主に 3～4年生、大学院生 
[派 遣 先] 海外協定校または UMAP（アジア太平洋大学交流機構）加盟大学 
[時   期] 秋（8・9月）または春（1～3月）開始が多い 
[期   間] 半年～1年 
[学   籍] 希望する場合、半期単位で休学が可能（学費の代わりに在籍料が 

[参加費用] 半期 6万円必要） 
[参加費用] 数十万～数百万円（派遣先や機関によって異なる） 
[参加費用] ※旅費、宿所費用、生活費等。派遣先の授業料は基本的に免除 

[特   長] コミュニケーション能力、課題発見力、適応力が身につきます。 
[特   長] 派遣先の授業を履修した場合、一定の条件を満たしていれば、 
[特   長] 帰国後に本学で単位認定が可能です。 

 

その他のプログラム 
(Step 1) 文化体験プログラム 

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、アクティビティなどを通じて、 
外国の文化を体験するプログラム。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。 

(Step 4) イアエステ研修派遣 

国際交流センターでは、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への応募を奨励しています。詳しくは大学WEBサイトをご覧ください。 

学部・学科・研究科 独自のプログラム 

各学部・学科・研究科でも、海外の大学や国際機関と各種プログラムを実施しています。 

 
キャンパスでの学習、サポート体制 

派遣実績、参加者の成果報告を 
CHECK→ 

派遣先の詳しい情報や 
参加者の声を CHECK→ 

大学 WEB サイト 



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

Language Learning Center（LLC）は皆さんの英語学習のための

「英語空間」です。 

スタッフは国際色豊かでフレンドリーです。LLCでは、英語学習教材、映画の
DVD、ゲーム、雑誌などが利用できます。またコンサルテーション・ルームで 
先生と会話練習をしたり、自分にあった英語学習プランのアドバイスを受ける
こともできます。 

[場   所] 大宮キャンパス Chast（受付 2階） 
※梅田・枚方キャンパス向けのサービスもあります。 

[開室時間] 授業期間中の月曜～金曜 9:00～19:00 

 

国際交流センター 
国際交流センターでは、海外研修や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。 

[場   所] 大宮キャンパス Chast1階 
[開室時間] 月曜～金曜 9:00～17:00 (土曜は行事および事前予約の場合を除き閉室。メール対応のみ） 
[電話番号] 06-6954-4935 
[メ ー ル] OIT.Kokusai@josho.ac.jp 

 

 

 発 行︓大阪工業大学 国際交流センター 
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大学ウェブサイト 

図書・雑誌コーナー 
将来の留学や異文化理解、語学学習に役立つ図書と雑誌を

大宮キャンパス Chast1 階に配架しています。（貸出も可能） 

Twitter @OIT_INTL 

YouTube 

大学 WEB サイト 

大学 WEB サイト、SNS 
国際交流に関する最新情報は、WEB サイトと

SNS で発信しています。ぜひご覧ください。 

オンライン個別相談 
個別相談が可能です。 

下記よりご予約ください。 

グローバル学習支援制度 
コロナ禍で海外渡航が難しい中、オンラインプログラム等

に参加する学生を応援する制度を設けました。 

対象のプログラム修了後、出席率等に応じて、大学から  

支援金（参加費の最大半額）を支給します。 

詳細は各プログラムの募集時にお知らせします。 


