留学のチャンスは他にも！

国内での留学準備プログラム

会津大学は19の国・地域、64校の大学・研究
協定校の一つ大連東軟信息学院では、毎年夏に
機関*と協定を結び、学術研究交流をしていま
「中国語を学び、中国の今を理解・体験する」
す。協定校の一つ大連東軟信息学院では、毎
プログラムを開講しています。毎年多くの学生が参加
年夏に「中国語を学び、中国の今を理解・体験
し、中国の歴史や文化と共に、情報技術が加速する
する」プログラムを開講しています。中国の歴史
中国の今を知ることで、中国への認識が変わります。
や文化と共に、情報技術が加速する中国の今

会津大学は16の国・地域、55校の大学・
短期・中期海外留学へつなげることを目的としたプロ
研究機関*と協定を結び、学術研究交流を
グラムです。「パスポートのいらない英国留学」をキャッ
しています。世界の多くの大学と協定を結ぶ
チフレーズとしたブリティッシュヒルズにおいて、英語で授
ことにより、優秀な留学生が世界中から集まり、
業を受けるだけでなく、英国の文化についても学び、
また、会津大学の学生も短期・中期留学で、
英語漬けの共同生活をおくります。参加した学生から
海外で学んでおります。
は、「早く留学したい、英語に対するモチベーションが
*2020年4月現在
上がった」等の声が多くあります。（9月実施予定）

を知ることで、中国への認識が変わります。
*2022年2月現在

とある学生の体験
コンピュータ理工学部

留学体験者から皆さんへ
大学生活は一瞬で今しかない。チャンスが
目の前にあるなら、必ずつかむ努力をして
ほしい。

星 裕也さん

ワイカト大学カレッジへ短期留学
学部
１年

語学学校で様々な国の人と英語を学びました。
ホームステイは文化を直接体験することができ
大きな影響を受けました。

留学に行って自分の世界を広げる勇気を
持ってほしい。
分からないことや気になったことがあればす
ぐに質問してください。必ず助けてくれるので、
恥ずかしがらずにどんどん質問してください。
短期留学で色々なことを学び、体験できる
ので楽しんできてください。

シリコンバレーインターンシップに挑戦
学部
2年

シリコンバレーで働くエンジニアから的確な
フィードバックをもらいながら、IoT開発に取り
組みました。
Aizu Geek DojoのSA(Student Assistant)として活動に参加しました。

学部
3年

DNAインターンシップで海外企業の就業体験
中国のインターネットビジネスを学ぶと共に、現地の学生とプロトタイプ
を作成。アルパイン大連にて、その性能評価の業務を行いました。

いつ行くかは関係ない！得られる経験は
多く、自分に自信を付けてくれます。貴重な
経験に な るの で 、留 学 を考 えている 方は
前向きに検討して下さい！

ローズハルマン工科大学へ6か月間中期留学
学部
4年

受けたい授業を自分でアレンジして履修。
講義だけでなく、クラスメイトといくつもプロジェクト
に挑戦しました。

留学しようか迷ったらいくべき！
かけがえのない思い出になります。

留学を通し英語力やエンジニアリング力が伸びただけで
なく、様々な視点から物事を見れるようになりました。
将来は、世界で活躍できるエンジニアを目指したいです。

※短期・中期留学者の体験レポートは
こちらからご覧いただけます。ぜひご覧ください。
https://www.u-aizu.ac.jp/osip/dispatch/report/

地域交流活動
チーム中小屋（なかごや）
南会津郡南会津町の中小屋集落で、日本人学生と
留学生が一緒に地域活性化に
取組む活動です。
地域の祭りや農作業を支援したり、
留学生と共に地域の伝統文化や
習慣を学んでいます。

会津大学では、様々な国際・地域交流
活動を行っています。
グローバルラウンジでは、留学生が母国
や地域を紹介するインターナショナル
トークを実施したり、また、日本人学生と
留学生のグローバルチームで、地域交
流活動に参加しています。
皆さんも、世界への扉を開く交流活動に
積極的に参加しませんか。

グローバルラウンジ

研究棟 1階

Aizu Geek Dojo

研究棟1階

会津大学生のためのものづくりスペースで、機器の
使用に詳しい SA/TA が設備および備品の使用
方法を指導します。
個人の趣味製作やコンテスト出展作品製作、
サークル活動など、様々な場面で活用されて
います。地域の小学生向けに
“自分だけの光る宝箱を
自作しよう！”といった、
学生による公開講座も開講
しています。

留学生、日本人学生が気軽に異文化理解を深め、
語学力を向上できるスペースです。英語で会話を楽しむ
EEE-Chatやインターナショナルトーク、お昼休み時間の
活動など、日本人学生と留学生が楽しく語学を学び交流
しています。詳しくはこちらをご覧ください。
https://www.u-aizu.ac.jp/osip/abroad/gl.html
また、日本人学生が留学生に日本語を教える日本
語チューターの活動も行われています。英語を介し
て日本語を教えるので、英語力がアップします。

留学についての相談は、お気軽にどうぞ。
会津大学 グローバル推進本部 国際戦略室（研究棟1階 123号室）
TEL : 0242-37-2761 ／ E-mail : osip@u-aizu.ac.jp
URL : https://www.u-aizu.ac.jp/osip/dispatch/index.html

★留学体験
レポートは
こちら☞

The University of Aizu Study Abroad Programs
＼グローバルな視点を広げよう！／

会津大学 海外留学プログラム

留学、それは
自分を変える
チャンス！

インターネットで日本にいても海外を知ることは簡単にできてし
まいます。しかし、少しでも自分の目で世界を知りたいと思った
ら、勇気を出して異文化の世界へ飛び込んでみてください。
これまでと異なる場所で生活をし、多くの人と話しをすることに
より、インターネットでは感じられない雰囲気や人とのつながり
を通して、考え方や物の見方が広がるでしょう。
会津大学では目的に合わせた短期・中期留学プログラムを
通して、皆さんの留学を支援・応援します。

短期留学プログラム

中期留学プログラム
学部２年生以上を対象とする。協定校に３ヵ月～１年間
滞在し単位を取り、本学の単位とすることが可能な
プログラム。
海外の大学で長期間学ぶことで、専門分野の知識や
語学力を高め、国際感覚・コミュニケーション能力が
身につきます。
・派遣時期・期間：８月～（３カ月～１年間）
・主な派遣先：アメリカ、ドイツ、他（協定大学のある国）

学部１年生から３年生を対象とする、世界を知る第一歩
としておすすめのプログラム。
３週間の語学研修・異文化交流・授業聴講を通して、
語学力向上と世界への視野を広げることができます。
・英語の授業の一環として単位が取得できる。
・派遣時期・期間：３月（３週間）
・派遣先：アメリカ、ニュージーランド
国内で実施する 「留学準備のための
英語体験プログラム」もあります。
詳しくは裏表紙をご覧ください。

将来
国際的な
仕事をしたい

専門知識を
高めたい

英語などの
語学力を
つけたい

短期留学プログラム

アメリカ：ローズハルマン工科大学(RHIT)／
マーサー大学(Mercer)

休学する
必要がない

充実した
サポート
渡航手続きから
オリエンテーションま
で会津大学と協定
大学にてサポート

春休みまたは
各学期に合わせて
留学ができる

会津大学の留学プログラムが
あなたの夢をバックアップ
単位を認定

会津大学や
JASSO*による
奨学金

短期
中期

*日本学生支援機構

準備から出発・帰国までを授業の一環
で行い、帰国後、課題等をこなし単位取得

治安が良く、
危機管理が整って
いる協定大学に
留学

短期留学の流れ：留学フェア・留学説明会 7月上旬～中旬 ⇒ 早期募集締切 8月末 ⇒ 最終募集締切 10月中旬 ⇒
書類審査・面接 10月中旬～11月中旬 ⇒ 採用決定 11月末 ⇒ 留学前授業 12月～2月 ⇒ 留学 3月

(回答数233件。
2019年7月現在。)

興味はない
15.9%

Q.

興味がある

■Midium(中期)
■Short[RHIT]短期[ローズ]
■Short[Waikato]短期[ワイカト]
■Short[DNA]短期[DNA]
■Short[Others]短期[その他]
■Short[SV]短期[シリコンバレー]

留学に興味が
やや
43.8%
ありますか？
興味がある

40.3%

ローズハルマン工科大学(RHIT)／
マーサー大学(Mercer)

オストバイエルン・レーゲンスブルク応用科学大学（OTH)
デュッセルドルフ専門大学(HSD)
カールスルーエ応用科学大学(HsKA)

ドイツ

派遣人数：ローズハルマン工科大学: 2名程度
マーサー大学: １~２名程度
プログラム概要：学生寮に滞在し、現地の学生と同じ授業を受け、
課題をこなします。授業料は免除。取得した単位は、会津大学にて
単位認定される科目もあります。授業や課題には一定の英語力を
要しますが、多くの会津大学生が積極的に挑戦し、専門知識を深め
ながら語学力を高めています。

派遣人数：オストバイエルン・レーゲンスブルク応用科学大学/
デュッセルドルフ専門大学/カールスルーエ応用科学大学: 2名程度
プログラム概要：学生寮、又はアパート等に滞在。現地学生と同様
に研究室に所属し、専門分野の知識を深めます。授業料は免除。
企業でのインターンシップを行うこともあります。取得した単位は、会津
大学にて単位認定される科目もあります。基本となる語学は英語です。
● 受入れ担当教員からのメッセージ ●

● 受入れ担当教職員からのメッセージ ●

Our faculty and staff provide exceptional guidance and
support in and outside the classroom and students have the
opportunity to get involved in more than 90 clubs, teams, and
organizations from theatre to athletics.
(by Ms. Kathrine Hammett / RHIT)

The Faculty of Media provides an excellent environment for
media informatics, including virtual (tv) and sound recording
studios. If you are interested in mixed reality research, this is
the place to go. (by Prof. Jens Herder / HSD)
The International Office at HsKA looks forward to welcoming
UoA students to our campus. You will become part of a
community of students from all over the world in a safe, green,
and friendly university city in the center of Europe.
(by Prof. Joachim Lembach/ HsKA)

中期留学の流れ：留学説明会 4月上旬 ⇒ 募集締切 4月下旬 ⇒ 書類審査 4月下旬 ⇒ 派遣先大学・会津大学面接 5月上旬～ ⇒
採用決定 6月 ⇒ 留学準備 6月～8月 ⇒ 留学 8月末～

短期・中期プログラム留学先大学案内

留学先は、会津大学の協定大学となります。
カールスルーエ応用科学大学
（ドイツ・バーデン・ヴュルテンベルク州）
www.hs-karlsruhe.de/en/

50

本学入学時に取った
アンケートでは、
実に84.1％の方が
「留学に興味がある」
と答えています。

アメリカやドイツなどの協定大学へ中・長期間留学し、単位取得・研究・インターンシップを
目的としたプログラム。履修科目・研修内容を自分で計画するため、留学目的を明確に持つ
ことが求められます。航空券や滞在費用の一部を大学が支援します。また、日本学生支援機構
の奨学金も要件を満たすことで受給可能です。滞在形式は、学生寮、又はアパート等です。

海外の協定大学で修得した単位を
会津大学の単位として認定

海外留学・インターンシップを目指す会津大学の学生が増えています！
【留学への関心度】

英語では特にリスニング力が向上したと感じた。語学能力だけで
なく、考え方の違いなどを学ぶことができた。（田邊さん）

Study abroad at Mercer University is an opportunity to become
a part of this uniquely close community driven toward positive
change(by Dr. Julie Strecker / Mercer)

安全性

費用の軽減

派遣人数：10名程度
プログラム概要：ホームステイをしながら大学附属の語学学校に通い、
語学研修・異文化・生活体験ができます。語学学校では、個々の
英語のレベルに応じたカリキュラムに沿い、アクティビティも交えながら
勉強します。ホストファミリーとの生活を通し、習慣・文化を肌で感じ、
語学力の向上にもつながります。

現地の学生と話すことで、将来への考えが変わり、英語への
モチベーションが大きく上がった。（山谷さん）

中期留学プログラム

就職活動に
役立てたい

ニュージーランド：ワイカト大学 カレッジ（UWC)

派遣人数：ローズハルマン工科大学 10名程度
マーサー大学 5名程度
プログラム概要：学生寮で現地の学生との共同生活。授業聴講、
語学研修、異文化体験を目的とします。現地の学生と一緒に授業を
聴講し、アメリカのキャンパスライフを体験！
留学中は、メンター（世話をする学生）がサポートします。週末には
ショート・トリップ等の課外活動もあります。

アメリカ

海外で
インターンシップ
をしたい

アメリカやニュージーランドなどに3週間滞在。航空券等の費用の一部を大学が支援します。
また、日本学生支援機構の奨学金も、要件を満たすことで受給できます。
滞在形式は、学生寮、又はホームステイです。目的に合った留学先を見つけましょう。
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2012 DNA Prog. began / DNA開始
2014 Waikato Prog. GEG began. / ワイカト、GEG開始
2015 SV Prog. began. / シリコンバレー開始

【派遣学生の推移】
会津大学の留学・インターンシップ
プログラムを利用し、
海外へ羽ばたく人が増えています。

ローズハルマン工科大学
（アメリカ インディアナ州 テレホート市）
www.rose-hulman.edu/

STEM (科学・技術・工学・数学) 分野で
2,000人の学生を擁する世界トップクラスの
私立の工科大学。入学難易度も高く,
世界中から留学生を受け入れており、
施設や設備も充実している。広大な
キャンパスは緑豊かでまるで国立公園のよう。

ワイカト大学 カレッジ
（ニュージーランド ハミルトン市）
www.waikato.ac.nz/pathways/

国立ワイカト大学附属の語学学校。
キャンパスはワイカト大学内にあり、緑豊か
なキャンパスは、学習するのに最適である。
英語専門の教師陣が、学習のレベルや
目的に応じた授業を行なっている。

オストバイエルン・レーゲンスブルク
応用科学大学
（ドイツ・バイエルン州）
https://rcer.de/en.html
ドイツ南部で最大の規模を誇る工科系大
学。工学、ビジネス学、デザイン、建築、健
康、社会学において、質の高い教育と研究
が行われている。海外交換留学生は、
英語で学べるコースを選択できる。

デュッセルドルフ専門大学
(ドイツ・ノルトライン＝ヴェストファーレン州)
www.fh-duesseldorf.de/a_fh

広範囲で多岐に渡る科目を、より実践的な
アプローチにて提供している大学。建築、
デザイン、電気工学、機械・プロセス工学、
メディア、社会科学、文化学、経営学など、
7学部約40の学位プログラムの中で、
約11,000名の学生が学んでいる。

ドイツでも最先端技術の地域といわれる
カールスルーエ市の中央にある大学。
国内の応用科学大学ランキングでは
トップクラスに位置。海外交換留学生は、
IT、ビジネス、そしてエンジニアリング分野の
中から、英語で学べるコースを選択できる。

マーサー大学
（アメリカ ジョージア州 メーコン市）
www.mercer.edu/

全米でもトップ15％にランクされた私立
の総合大学。リベラルアーツ、ビジネス＆
経済、教育学、エンジニアリングなど
12のカレッジ (日本の学部に相当)に
おいて、約8,500人の学部生が学んで
いる。

短期留学、中期留学プログラム以外にインターンシッププログラムもあります。詳しくは、スーパーグローバル大学推進室
(sgu-adm@u-aizu.ac.jp) まで！また、「インターンシッププログラム完全ガイド」もご覧ください。

