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実施責任部局 実施責任者 事　業　名 派遣国

Ａ 1 法文学部 米田 台湾開南大学との相互合同フィールドワーク 台湾

Ａ 2 教育学部 白松
台東大学との学生交流を通じた地域創生型

カリキュラム研修
台湾

Ａ 3 教育学部 冨田
ルイジアナ大学モンロー校との相互教育実習(日本型教育

を学ぶ米国人学生のための教育実習)
アメリカ

Ａ 4 医学部 石井 アジア地域の大学交流による国際医療人材プログラム 中国

Ａ 5 教育・学生支援機構 仲道
歴史・文化・サイクリングを通じた日本と台湾の国際
青春相互交流型短期留学プログラム（派遣・受入）

台湾

Ａ 6 国際連携推進機構 島上
日本・インドネシアの農山漁村で展開する6大学協働サービスラーニ
ング・プログラム（インドネシアの農山漁村で展開する課題探求型

サービスラーニング・プログラム）
インドネシア

Ａ 7 国際連携推進機構 陳 日中大学生の相互的に異文化理解プログラム 中国

Ｂ 1 法文学部 高橋 上海・復旦大学との相互学術交流事業 中国

Ｂ 2 法文学部 菅原 海外フィールド実践I（英国・米国） イギリス

Ｂ 3 法文学部 野上 フライブルク大学のドイツ言語文化講習 ドイツ

Ｂ 4 法文学部 高橋 ハワイ大学マノア校での第二言語研究に関する研修 アメリカ

Ｂ 5 法文学部 秋谷 引率型外国語研修：中国語（夏期・春期） 中国

Ｂ 6 法文学部 井上
ニュージーランドＥＬＡ

４週間英語研修プログラム
ニュージーランド

Ｂ 7 法文学部 井上
個人派遣型イギリス英語圏

英語研修プログラム

イギリス・カナダ
オーストラリア・
ニュージーランド

Ｂ 8 法文学部 小川
グローバル社会を体感するアメリカ英語研修プログラム

（引率型）
アメリカ

Ｂ 9 法文学部 小川
グローバル社会を体感するアメリカ英語研修プログラム

（個人派遣型）
アメリカ

Ｂ 10 法文学部 兼平 COP25国連気候変動枠組み会議オブザーバー参加 チリ

Ｂ 11 法文学部 近廣 海外インターンシップ（シンガポール） シンガポール

Ｂ 12 法文学部 近廣 海外フィールド実践Ⅲ（台湾） 台湾

Ｂ 13 法文学部 三上 個人派遣型卒論作成のための海外調査 （未定）

Ｂ 14 法文学部 三上 新興国市場調査実習 in マレーシア マレーシア

Ｂ 15 法文学部 和田 海外フィールド研修（ロシアⅠ） ロシア

Ｂ 16 法文学部 柳 フランス言語文化研修（引率型／個人派遣型） フランス等

Ｂ 17 法文学部 楢林
海外インターンシップ（タイ）

（アジアにおけるオンサイト社会科学実践）
タイ

Ｂ 18 教育学部 隅田
持続可能な開発目標（SDGs）に貢献する高大接続型の

国際教育リーダー育成研修
フィリピン

Ｂ 19 教育学部 立松
UWB（ワシントン大学バセル校）多文化共生研修の

継続･発展
アメリカ

Ｂ 20 教育学部 小助川 遼寧師範大学との提携による日中文化比較研修 中国

Ｂ 21 社会共創学部 榊原

東南アジアにおけるトランスディスプリナリー海外フィールドワーク
およびインターンシップ・プログラムの開発および実施

（インドネシアおよびネパールにおけるトランス・ディシプリナ
リー・アプローチによる課題発見・解決型国際協働プログラム）

インドネシア
ネパール

Ｂ 22 社会共創学部 山中
地域を活性化する学生の輩出につながる，
正課外活動の国際化・社会化プログラムA

台湾

Ｂ 23 社会共創学部 山中
地域を活性化する学生の輩出につながる，
正課外活動の国際化・社会化プログラムB

インドネシア
マレーシア

タイ

●政治大学，●開南大学，台湾体育運動
大学，嘉義大学

インドネシア日本人会，Stiba Invada
クアラルンプールマラソン事務局，Dentsu
Thailand等

●ゴロンタロ大学，●カトマンズ大学，
・PT PHC Indonesia
・PT.FUKUSUKE KOGYO INDONESIA
・PT.Megalopolis Manunggal
Industrial Development
・PT UMEDA FACTORY INDONESIA

サンチャゴ（COP25会場）

伊予銀行シンガポール支店，三浦工業現地法
人，日泉化学現地法人

●国立高雄大学，●開南大学，宏国徳霖
科技大学

●マラヤ大学言語学部

Chelyabinsk State Univ（調印待ち）

●ブルゴーニュ大学（附属語学学校）

●パンヤピワット経営大学

●フィリピン大学

●ワシントン大学バゼル校

●遼寧師範大学

●国立高雄科技大学

●ボゴール農業大学，●ガジャマダ大学，
●ハサヌディン大学
(受入数は3大学での人数を示す)

●桂林理工大学

●復旦大学

大英図書館

●フライブルク大学言語教育研究所

ハワイ大学マノア校

北京語言大学・漢語速成学院

●オークランド大学附属English Language
Academy

●リーズ大学
●オークランド大学

コロラド大学ボルダー校附属英語学校

●中国医科大学，●大連医科大学，●江原大学医
学部，●高雄医学大学

事業番号 訪問校等（●は協定校）

●開南大学

國立台東大学

●ルイジアナ大学モンロー校
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Ｂ 24 社会共創学部 島上
グローカルな学びと実践を促す国際・農山漁村

フィールドワーク
インドネシア

Ｂ 25 理学部 村上 海外協定校での理学分野の教育・研究体験プログラム スウェーデン

Ｂ 26 理学部 村上 海外協定校での理学分野の教育・研究体験プログラム マルタ

Ｂ 27 医学部 檜垣
ハートセービングプロジェクト

（モンゴル渡航小児循環器診療）
モンゴル

Ｂ 28 理工学研究科（工） 安原
アジア地域の課題解決を目指す理工系海外派遣

プログラム

インドネシア
マレーシア

台湾

Ｂ 29 農学研究科 山田
ロッテンブルグ林業大学研修

（課題解決型海外研修（派遣）プログラム岩手大学）
ドイツ

Ｂ 30 農学研究科 菅原 インドネシアの食と健康探索プログラム インドネシア

Ｂ 31 農学研究科 大上
インドネシアの農業用水を使う技術と社会システム

探索プログラム
インドネシア

Ｂ 32 教育・学生支援機構 中山 愛媛大学SEAプログラム 英国　等

Ｂ 33 教育・学生支援機構 村田
多大学連携による学生のリーダーシップ養成を

目的とした短期派遣プログラム
（リーダーシップ・チャレンジinサイパン）

サイパン

Ｂ 34 教育・学生支援機構 村田
多大学連携による学生の汎用的能力の養成を

目的とした短期派遣プログラム
（リーダーシップ・チャレンジin台湾）

台湾

Ｂ 35 社会連携推進機構 後藤
水産国際マーケット市場調査

および実践的学び
カナダ

Ｂ 36 国際連携推進機構 高橋
「協定校日本語学科学生との『やさしい日本語』を

軸とした交流推進プログラム」
ルーマニア

またはトルコ

Ｂ 37 国際連携推進機構 村上
東アジア協定校との交流促進のための短期派遣支援

プログラム
韓国・台湾・中国

Ｂ 38 国際連携推進機構 島上
グローカルな実践知と企画力を養うPEP-BL(Project

Evaluation and Planning Based Learning)
プログラム

インドネシア

Ｃ 1 教育学部 隅田
附属学校をフィールドとしたフィリピン大学教育学部生の

短期教育実習受入プログラム
フィリピン

Ｃ 2 理工学研究科（工） 河合
国際ジョイントシンポジウムによる学生の

国際コミュニケーション能力の養成
韓国・台湾

Ｃ 3 理工学研究科（工） 安原
アジア地域の課題解決を目指す理工系海外

受入プログラム

インドネシア
マレーシア

台湾

Ｄ 1 理学部 土屋
キリギス共和国の学生を招いた位相数学・幾何学・応用数

学を中心とした国際交流
キルギス

●蔚山大学
●高雄大学
●高雄科技大学

●ガジャマダ大学，●バンドン工科大学，●マラ
ヤ大学，●高雄科技大学，●台湾交通大学

キルギス国立総合大学，中央アジアアメ
リカ大学

●国立高雄科技大学

True World FOOD社（予定）

●バベシュボヤイ大学または●チャナッ
カレオンセキズマルト大学

●蔚山大学校・●忠南大学校，●開南大学・●高
雄科技大学，●上海師範大学・●桂林理工大学等

●ボゴール農業大学，●ガジャマダ大学，●

ハサヌディン大学

●フィリピン大学

●ハサヌディン大学

●モンゴル国立医療科学大学

●ガジャマダ大学，●バンドン工科大学，●マラ
ヤ大学，●高雄科技大学，●国立交通大学

ロッテンブルグ林業大学

●ガジャマダ大学・●ペンナングナンナショナルベテ
ラン東ジャワ大学・●インドネシア国際生命科学大学

●ガジャマダ大学・●パランカラヤ大
学，アンダラス大学

●バンガー大学日本研究所，●ワシントン大学シ
アトル校，●カリフォルニア大学ロサンゼルス
校，●ブリティッシュコロンビア大学，ダブリ
ンシティ大学Language Services，ハワイ大学
マノア校
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