
世界とつながる九州大学工学部
君たちのすぐ近くに世界がある！

アメリカ

カナダ

ニュージーランド

留学先：クイーンズランド大学

エネルギー科学科

出原 舞衣子

ホストファミリーとの交流、クイーンズランド大学での研究室見学、学生が
積極的に発言する英語学校の授業など、一日が終わるころにはくたくたに
なってしまうほど刺激的な毎日を過ごすことが出来ました。週末には、留学
先で知り合った仲間や九大の仲間と共に様々な場所へ観光に行きました。

留学先：サンノゼ州立大学

機械航空工学科
航空宇宙工学コース　

平川 　舞

留学先での特別な経験が価値観と人生観を変えました。最初は不安もあり
ましたが、勇気を出して一歩踏み出すと新しい世界を見ることができ、自
分に足りないものにも気づけました。何より、困難に挑戦していく中で、自
分の好みや変化を感じるのが 1番楽しかったです！

九大工学部生の海外留学者数
のべ155人 （2019年度）
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留学先：ドイツ アーヘン工科大学
　　　 　　　　　　   （交換留学）

機械航空工学科
機械工学コース

西井 一朗

私は学部４年次にアーヘン工科大学へ半年間留学しました。留学先では数
値解析についての授業を履修しました。留学の計画から、現地での授業や
プロジェクトを通して沢山の出会いがあり、自身の人生についての視野を
大きく広げることが出来ました。この留学を決心して本当に良かったです。

留学先：シンガポール国立大学

工学部機械航空工学科
航空宇宙工学コース

小澤 翼
右が小澤さん

私は学部３年生の夏から約１年間シンガポール国立大学へ留学していました。
学習・私生活ともに充実した最高の時間を過ごせました。現在、私は研究室に
所属し、オーストラリアの共同研究先と人工衛星のエンジンの開発に取り組ん
でいます。九大に入学した時と比べると「日本と海外」という境界線が格段にボー
ダーレスになってきているのを感じます。その中で交換留学が果たした役割は
とてつもなく大きいです。少しでも興味のある方は学部生のうちに一度交換留
学を経験されることをお勧めします！

海外で活躍する先輩達の声
【九大工学部卒】

東洋エンジニアリング
株式会社

甲斐 瑛子さん

●工学部電気情報工学科
　2013年卒業

●システム情報科学府
　情報知能工学専攻
　2015年修了　

　社会人３年目の終わりから１年間、海外の建設現場で、電気・制
御系エンジニアとして、石油化学工場の建設に携わっています。学
生時代は、Ashir Ahmed 准教授のご指導の下、バングラデシュの
遠隔医療システムについて研究し、現地を３回訪問、国際学会に4
回参加しました。また、これまでに旅行も含め訪問した国は３０カ国
になりました。
　海外の魅力は、自身のINSIDE とOUTSIDE 両方の形成に多
大な力を持っていることです。OUTSIDE : 自分が想像していなかっ
た外の世界を多様な人・情報・文化を通して知ることができます。
INSIDE : 海外に出ていくことで、自分がマイノリティ側に置かれ、
自分を別の視点から見つめることができます。
　知識・技術という世界共通言語を身につけ、海外経験を積ませて
くれた九州大学が、私に海外で活躍できるチャンスを与えてくれまし
た。より自分の可能性を広げ、より自分を知る、海外へのアンテナを立て、より充実した九大生生活をお過
ごしください。

九州大学工学部等教務課
発　　  行：2022年3月 
デ ザ イ ン：城島印刷株式会社

九大生のための留学情報ホームページ「Global Gateways」を是非ご覧下さい。
留学情報が多岐にわたって掲載されています。

①Moodleのコース「Global Gateways・九大生のための
　海外留学情報（国際部留学課）」にアクセスし、ログイン
②「私を登録する」ボタンをクリック
③「オンライン海外留学相談（個別相談）」から予約フォームに入力
　→ 受付後、日時やZoomリンクなどの情報をお送りします。

留学について相談してみたいなら・・・
オンライン海外留学相談で学生サポーターに相談してみよう

福岡市西区元岡 744 番地　ウエスト4号館2F 203号室

https://www.isc.kyushu-u.ac.jp/intlweb/

詳しいことが知りたい場合は？

海外留学に関するお問い合わせ
問い合わせ先：九州大学国際部留学課海外留学係
　　　　　　  ryugakuinfo@jimu.kyushu-u.ac.jp

海外勤務

九州大学工学府
（スウェーデン）ルンド大学
Building & Environmental
Technology 学科

笠井 蒼生さん

●工学部地球環境工学科
　卒業　

　修士課程では都市環境システム工学を専攻し、スウェーデンのルンド大学に、ダブルディグリープログラ
ムを用いて学位留学を行いました。ルンド大学では、実際のフィールドを対象としたプロジェクトワークに主
に取り組み、豪雨や地下水の解析など幅広い水理学の知識を実
践的に学ぶことができました。
　学部課程では、イギリスのケンブリッジに短期留学をする機会が
あり、その際に海外により長期滞在することで、日本を外から見つめ
てみたいと思うようになりました。学位留学はコロナ禍ではありました
が、多様な国籍・背景を持った先生方や生徒と実際に対面で交流
することができ、日本との文化や価値観の違いを直に感じることが
出来ました。
　留学には自身の価値観を大きくアップデートするチャンスが潜ん
でいます。言語の壁を乗り越えて、現地でやり遂げた事には多くの
達成感を得られるはずです。皆さんの大学生活が実り多きものであ
りますように。

ダブル
ディグリー
プログラム

留学関係
情報

事前予約はこちら▶
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留学先：クイーンズランド大学

エネルギー科学科

出原 舞衣子

ホストファミリーとの交流、クイーンズランド大学での研究室見学、学生が
積極的に発言する英語学校の授業など、一日が終わるころにはくたくたに
なってしまうほど刺激的な毎日を過ごすことが出来ました。週末には、留学
先で知り合った仲間や九大の仲間と共に様々な場所へ観光に行きました。

AustraliaQ²PEC
Qshu-Queensland Program for English Communication

留学先：サンノゼ州立大学

機械航空工学科
航空宇宙工学コース　

平川 　舞

留学先での特別な経験が価値観と人生観を変えました。最初は不安もあり
ましたが、勇気を出して一歩踏み出すと新しい世界を見ることができ、自
分に足りないものにも気づけました。何より、困難に挑戦していく中で、自
分の好みや変化を感じるのが 1番楽しかったです！

USAELEP
Engineering Leaders English Program

九大工学部生の海外留学者数
のべ155人 （2019年度）
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留学先：ドイツ アーヘン工科大学
　　　 　　　　　　   （交換留学）

機械航空工学科
機械工学コース

西井 一朗

私は学部４年次にアーヘン工科大学へ半年間留学しました。留学先では数
値解析についての授業を履修しました。留学の計画から、現地での授業や
プロジェクトを通して沢山の出会いがあり、自身の人生についての視野を
大きく広げることが出来ました。この留学を決心して本当に良かったです。

留学先：シンガポール国立大学

工学部機械航空工学科
航空宇宙工学コース

小澤 翼
右が小澤さん

私は学部３年生の夏から約１年間シンガポール国立大学へ留学していました。
学習・私生活ともに充実した最高の時間を過ごせました。現在、私は研究室に
所属し、オーストラリアの共同研究先と人工衛星のエンジンの開発に取り組ん
でいます。九大に入学した時と比べると「日本と海外」という境界線が格段にボー
ダーレスになってきているのを感じます。その中で交換留学が果たした役割は
とてつもなく大きいです。少しでも興味のある方は学部生のうちに一度交換留
学を経験されることをお勧めします！

海外で活躍する先輩達の声
【九大工学部卒】

東洋エンジニアリング
株式会社

甲斐 瑛子さん

●工学部電気情報工学科
　2013年卒業

●システム情報科学府
　情報知能工学専攻
　2015年修了　

　社会人３年目の終わりから１年間、海外の建設現場で、電気・制
御系エンジニアとして、石油化学工場の建設に携わっています。学
生時代は、Ashir Ahmed 准教授のご指導の下、バングラデシュの
遠隔医療システムについて研究し、現地を３回訪問、国際学会に4
回参加しました。また、これまでに旅行も含め訪問した国は３０カ国
になりました。
　海外の魅力は、自身のINSIDE とOUTSIDE 両方の形成に多
大な力を持っていることです。OUTSIDE : 自分が想像していなかっ
た外の世界を多様な人・情報・文化を通して知ることができます。
INSIDE : 海外に出ていくことで、自分がマイノリティ側に置かれ、
自分を別の視点から見つめることができます。
　知識・技術という世界共通言語を身につけ、海外経験を積ませて
くれた九州大学が、私に海外で活躍できるチャンスを与えてくれまし
た。より自分の可能性を広げ、より自分を知る、海外へのアンテナを立て、より充実した九大生生活をお過
ごしください。

九州大学工学部等教務課
発　　  行：2022年3月 
デ ザ イ ン：城島印刷株式会社

九大生のための留学情報ホームページ「Global Gateways」を是非ご覧下さい。
留学情報が多岐にわたって掲載されています。

①Moodleのコース「Global Gateways・九大生のための
　海外留学情報（国際部留学課）」にアクセスし、ログイン
②「私を登録する」ボタンをクリック
③「オンライン海外留学相談（個別相談）」から予約フォームに入力
　→ 受付後、日時やZoomリンクなどの情報をお送りします。

留学について相談してみたいなら・・・
オンライン海外留学相談で学生サポーターに相談してみよう

福岡市西区元岡 744 番地　ウエスト4号館2F 203号室

https://www.isc.kyushu-u.ac.jp/intlweb/

詳しいことが知りたい場合は？

海外留学に関するお問い合わせ
問い合わせ先：九州大学国際部留学課海外留学係
　　　　　　  ryugakuinfo@jimu.kyushu-u.ac.jp

海外勤務

九州大学工学府
（スウェーデン）ルンド大学
Building & Environmental
Technology 学科

笠井 蒼生さん

●工学部地球環境工学科
　卒業　

　修士課程では都市環境システム工学を専攻し、スウェーデンのルンド大学に、ダブルディグリープログラ
ムを用いて学位留学を行いました。ルンド大学では、実際のフィールドを対象としたプロジェクトワークに主
に取り組み、豪雨や地下水の解析など幅広い水理学の知識を実
践的に学ぶことができました。
　学部課程では、イギリスのケンブリッジに短期留学をする機会が
あり、その際に海外により長期滞在することで、日本を外から見つめ
てみたいと思うようになりました。学位留学はコロナ禍ではありました
が、多様な国籍・背景を持った先生方や生徒と実際に対面で交流
することができ、日本との文化や価値観の違いを直に感じることが
出来ました。
　留学には自身の価値観を大きくアップデートするチャンスが潜ん
でいます。言語の壁を乗り越えて、現地でやり遂げた事には多くの
達成感を得られるはずです。皆さんの大学生活が実り多きものであ
りますように。
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世界とつながる九州大学工学部
君たちのすぐ近くに世界がある！

アメリカ

カナダ

ニュージーランド

留学先：クイーンズランド大学

エネルギー科学科

出原 舞衣子

ホストファミリーとの交流、クイーンズランド大学での研究室見学、学生が
積極的に発言する英語学校の授業など、一日が終わるころにはくたくたに
なってしまうほど刺激的な毎日を過ごすことが出来ました。週末には、留学
先で知り合った仲間や九大の仲間と共に様々な場所へ観光に行きました。

留学先：サンノゼ州立大学

機械航空工学科
航空宇宙工学コース　

平川 　舞

留学先での特別な経験が価値観と人生観を変えました。最初は不安もあり
ましたが、勇気を出して一歩踏み出すと新しい世界を見ることができ、自
分に足りないものにも気づけました。何より、困難に挑戦していく中で、自
分の好みや変化を感じるのが 1番楽しかったです！

九大工学部生の海外留学者数
のべ155人 （2019年度）

モンゴル

韓国

ベトナム

ボツワナ

台湾

タイ

フィリピン

インドネシア

マレーシア

シンガポール

オーストラリア

中国

イギリス

スウェーデン

フィンランド

ドイツ

フランス

ノルウェー

1

1

13

2

ミャンマー

1

2

7

6

3

1

3

30

16

5

1

1

4

1

1

1

マルタ

留学先：ドイツ アーヘン工科大学
　　　 　　　　　　   （交換留学）

機械航空工学科
機械工学コース

西井 一朗

私は学部４年次にアーヘン工科大学へ半年間留学しました。留学先では数
値解析についての授業を履修しました。留学の計画から、現地での授業や
プロジェクトを通して沢山の出会いがあり、自身の人生についての視野を
大きく広げることが出来ました。この留学を決心して本当に良かったです。

Germany

留学先：シンガポール国立大学

工学部機械航空工学科
航空宇宙工学コース

小澤 翼
右が小澤さん

私は学部３年生の夏から約１年間シンガポール国立大学へ留学していました。
学習・私生活ともに充実した最高の時間を過ごせました。現在、私は研究室に
所属し、オーストラリアの共同研究先と人工衛星のエンジンの開発に取り組ん
でいます。九大に入学した時と比べると「日本と海外」という境界線が格段にボー
ダーレスになってきているのを感じます。その中で交換留学が果たした役割は
とてつもなく大きいです。少しでも興味のある方は学部生のうちに一度交換留
学を経験されることをお勧めします！

Singapore

海外で活躍する先輩達の声
【九大工学部卒】

東洋エンジニアリング
株式会社

甲斐 瑛子さん

●工学部電気情報工学科
　2013年卒業

●システム情報科学府
　情報知能工学専攻
　2015年修了　

　社会人３年目の終わりから１年間、海外の建設現場で、電気・制
御系エンジニアとして、石油化学工場の建設に携わっています。学
生時代は、Ashir Ahmed 准教授のご指導の下、バングラデシュの
遠隔医療システムについて研究し、現地を３回訪問、国際学会に4
回参加しました。また、これまでに旅行も含め訪問した国は３０カ国
になりました。
　海外の魅力は、自身のINSIDE とOUTSIDE 両方の形成に多
大な力を持っていることです。OUTSIDE : 自分が想像していなかっ
た外の世界を多様な人・情報・文化を通して知ることができます。
INSIDE : 海外に出ていくことで、自分がマイノリティ側に置かれ、
自分を別の視点から見つめることができます。
　知識・技術という世界共通言語を身につけ、海外経験を積ませて
くれた九州大学が、私に海外で活躍できるチャンスを与えてくれまし
た。より自分の可能性を広げ、より自分を知る、海外へのアンテナを立て、より充実した九大生生活をお過
ごしください。

九州大学工学部等教務課
発　　  行：2022年3月 
デ ザ イ ン：城島印刷株式会社

九大生のための留学情報ホームページ「Global Gateways」を是非ご覧下さい。
留学情報が多岐にわたって掲載されています。

①Moodleのコース「Global Gateways・九大生のための
　海外留学情報（国際部留学課）」にアクセスし、ログイン
②「私を登録する」ボタンをクリック
③「オンライン海外留学相談（個別相談）」から予約フォームに入力
　→ 受付後、日時やZoomリンクなどの情報をお送りします。

留学について相談してみたいなら・・・
オンライン海外留学相談で学生サポーターに相談してみよう

福岡市西区元岡 744 番地　ウエスト4号館2F 203号室

https://www.isc.kyushu-u.ac.jp/intlweb/

詳しいことが知りたい場合は？

海外留学に関するお問い合わせ
問い合わせ先：九州大学国際部留学課海外留学係
　　　　　　  ryugakuinfo@jimu.kyushu-u.ac.jp

海外勤務

九州大学工学府
（スウェーデン）ルンド大学
Building & Environmental
Technology 学科

笠井 蒼生さん

●工学部地球環境工学科
　卒業　

　修士課程では都市環境システム工学を専攻し、スウェーデンのルンド大学に、ダブルディグリープログラ
ムを用いて学位留学を行いました。ルンド大学では、実際のフィールドを対象としたプロジェクトワークに主
に取り組み、豪雨や地下水の解析など幅広い水理学の知識を実
践的に学ぶことができました。
　学部課程では、イギリスのケンブリッジに短期留学をする機会が
あり、その際に海外により長期滞在することで、日本を外から見つめ
てみたいと思うようになりました。学位留学はコロナ禍ではありました
が、多様な国籍・背景を持った先生方や生徒と実際に対面で交流
することができ、日本との文化や価値観の違いを直に感じることが
出来ました。
　留学には自身の価値観を大きくアップデートするチャンスが潜ん
でいます。言語の壁を乗り越えて、現地でやり遂げた事には多くの
達成感を得られるはずです。皆さんの大学生活が実り多きものであ
りますように。

ダブル
ディグリー
プログラム

留学関係
情報

事前予約はこちら▶

海外留学
パンフレット

世界で活躍する
エンジニアを
目指して

九州大学工学部
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交換留学
　交換留学とは、九州大学が海外の大学と締結した学生交流協定に基づき、半年
から１年の期間、留学する制度です。
　留学中は在学扱いとなり、九大に授業料を納めていれば、留学先の大学では授業
料を徴収されません。

交換留学７つのいいね！
留学先の授業料徴収なし！ 異文化を体験！

交換留学に
チャレンジ
しよう！

大学がしっかりサポート！
手続きも安心！

世界トップレベルの
学生と出会える！

返済不要の
奨学金制度あり！ 選べる大学数が多い！ 日本の良さを再確認！

協定校には有名大学も多数あ
ります。世界トップレベルの学
生たちと切磋琢磨し、将来につ
ながるネットワークづくりが可
能です。

交換留学は九州大学が留学先
大学と連絡を取りながら手続
きを進めるため、私費留学より
格段の安心感があります。

奨学金制度に申請して採択され
ると経済支援が受けられます。

30か国以上、150を超える世
界の大学と協定を締結してい
ます。

海外から日本を見つめ直すこ
とで、日本の良さにあらためて
気づくことができます。

九州大学に授業料を納入する
ことで、留学先の授業料を納め
る必要がないため、留学費用の
負担が軽減されます。

留学先では、様々なバックグラ
ウンドを持った人々と関わりま
す。留学先に長期で滞在するこ
とで、語学のコミュニケーション
力向上だけではなく、多様な文
化に触れることができます。

交換留学のための奨学金・渡航費援助

IAESTE（イアエステ）
海外インターンシップ

九州大学では交換留学する学生に対して様々な経済支援を行っています。

九州大学では、学部3年生以上を対象に、イアエステ（IAESTE, The Interna-
tional Association for the Exchange of Students for Technical 
Experience)を介して毎年海外の大学・企業に派遣しています。また、海外からも
学生を受け入れて、学生の相互交流が行われています。

IAESTEは単なる留学とは異なり、インターンシップに参加で

きます。日本で勉強してきた事が海外で通用するかどうか確か

めることができることが魅力的だと思います。海外の学生と積

極的にコミュニケーションを取ることで、技術的・文化的の両

面で交流を深めることができます。IAESTEでの経験を今後

のキャリアを考える上で大きな指標にすることができました。

英語力レベル TOEFL スコアの目安 備考

中級  ITP550/  iBT 80 交換留学で最低限求められるレベルです。

上級  ITP600/  iBT 100 トップクラスの大学への留学で求められるレベルです。

○交換留学生向けの主な奨学金

公益財団法人
業務スーパージャパンドリーム財団

TOMODACHI　住友商事奨学金

経団連国際教育交流財団
「グローバル人材育成スカラーシップ」

※学内選考時はTOEFL iBT 65以上、IELTS 5.0以上、TOEFL ITP 510以上いずれかのスコアを有している必要があります。

※留学先の大学によって求められる語学能力試験や基準スコアが異なりますので、
　Global Gatewaysに掲載してある九州大学協定締結校の協定校一覧を確認しましょう。求められる英語レベル

名称 対象者 援助内容

応募時に学部２～４年生で、理工系専攻者につ
いては、６ヶ月以上１年未満の期間、海外の大
学等の研究室で研究する者や海外の大学の講
義等を受講する者。

８月または９月から１年間（約８～10カ月）
留学する者。

4月1日～翌年3月31日の間に開始される留学に
1学期以上参加する者 月額15万円

180万円/年（準備金を含む）

200万円/年　を一括支給

海外
インターン
シップ

システム情報科学府  
情報知能工学専攻
修士２年

加来　大輔

ドイツ　ベルリンにて

イアエステ先輩の声

問い合わせ先：国際部留学課 
e-mail：intlrryugaku
　　　　@jimu.kyushu-u.ac.jp

工学部独自 の短期海外  留学プログラム（５～６週間）
JASSO（日本学生支援機構）や工学部からの奨学金・授業料支援など手厚いサポートが受けられます。

　　　 
　 
 

 

 

　　　 

 

●募集人数：20名
●派遣先：豪国・ブリスベン
　　　　  クイーンズランド大学

●実施期間：8～9月（6週間）

●実質参加費用：平均26万円
　　　　　     （2019年実績）

●4単位付与科目

●募集人数：30名
●派遣先：米国・カリフォルニア州 
　　　　  サンノゼ州立大学

●実施期間：2～3月（5週間）

●実質参加費用：平均38万円
　　　　　     （2019年実績）

●4単位付与科目

英語をしっかり勉強して、
海外生活を楽しもう！

クイーンズランド大学 サンノゼ州立大学

ケアンズケアンズ
シアトルシアトル

サンフランシスコ

ロサンゼルス
グランドキャニオン

シカゴ

ヒューストン
ニューオリンズ

マイアミ

ニューヨーク

ワシントンDC

サンノゼ

オーストラリアオーストラリア アメリカアメリカ

エアーズロックエアーズロック

ゴールドコーストゴールドコースト

シドニーシドニー

メルボルンメルボルン

タスマニアタスマニア

パースパース

ブリスベンブリスベン

クイーンズランド州ブリスベンで約４～５週間、世界各国か

らの文化や言語も異なる学生と体系的に英語を学習。ま
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企業や名門大学を訪問し、５週目には仮想企業プログラム 

Zero To One に参加して、企業家精神を育みます。

Q2PECの詳しい情報は

世界の英知が集うシリコン
バレーで、クリエイティブな
マインドに触れてみよう！

ELEPの詳しい情報は

グローバルマインド育成のため、工学部日本人学生に向けて年2回海外短期留学プログラムを実施しています。

（実質参加費：各1万円程度）

ELEP オンライン

日本では習うことのない、ネイティブの感
覚(例えば英語表現のニュアンスがどう伝
わるのか)を学べたり、ディスカッションを
何の抵抗もなくできるようになり、この経
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Q２PEC オンライン

Q２PEC
オンライン
～参加者の声

～

ELEPオンライン～参加者の声～
（2021年度参加者）

2/15(火)~3/18(金) 5週間
1~4週目午前（火~金 8:30~11:45）
サンノゼ州立大学による英語授業
午後および土曜日午前
シリコンバレー特別講演
5週目　仮想起業ワークショップ（Zero To One）

8/23（月）～9/24（金）5週間
午前（月~金 7:15~11:30）
世界各国の学生と英語授業
午後（2週間）
クイーンズランド大学・九州大学の工学系
特別講義（UQ-KU Engineering Sessions）

工学Workshopブリスベンの街並み UQ生とピクニック研究室訪問 午前中の英語クラスゴールデンゲートブリッジ
サンフランシスコ

起業Workshopプレゼンテーション

ヨセミテ国立公園スタンフォード大学にてGoogle社訪問Q2PECオンライン講義

7月に九大で実施される

UQ-JPIEプログラムに

参加のUQ工学部生とペ

アを組み、留学前から双

方向の交流を行います。
九大を訪れたUQ生と懇親

2021年度もコロナの
影響によりオンラインでの

実施が決定

4月
月

5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

短期
プログラム

申請時期

語学認定試験
TOEFL iBT受験

TOEFL　ITP受験（●）

●春学期（4月上旬～6月上旬） ●夏学期（6月上旬～8月上旬） ●夏季休業
   （8月上旬～9月末）

●冬季休業
   （12月下旬～１月上旬）

●秋学期
   （10月上旬～12月上旬）

●冬学期
   （12月上旬～2月中旬）

●TOEFLスキルアップセミナー

●● ● 

 アジア太平洋カレッジ（日韓2weeks）留学フェア
（4月下旬） 　FS語学研修（夏 季）カナダ3～4weeks

アジア太平洋カレッジ
（米2weeks）

アジア太平洋カレッジ
（日－台2weeks） 

グロー バルPBLプログラム（フィンランド）8days

新興国アントレプレナーシップ8days （タイ）
ケンブリッジ大学研 修（英）3weeks

Entrepreneurship Bootcamp（米国） 10days

FS語学研修（春季）カナダ４weeks
AsTW（ASEAN加盟国）2weeks

ドイツ・インターンシップ研修（独）1month

CLP-C中国語研修（台）3weeks
モナシュ大学英語研修（豪）4weeks

年間スケジュール

Q2PEQ 説明会・申請 ELEP 説明会 ・申請

イア エステ海外インターンシップ申請

大学間交換留学
第2回学内申請 第1回学内申請

大学間交換留学

イーストゾーン

ウエストゾーン

センターゾーン

ウエスト4号館

ウエスト3号館

九大工学部

九大ビッグオレンジ
九大センターゾーン入口

学園通り

至 JR九大学研都市駅

椎木講堂
イースト1号館A棟

中央図書館

ウエスト2号館
ウエスト1号館

ウエスト4号館2F

センター1号館1F

教務課

インターナショ
ナルな

キャンパスライ
フ

学内マップ

九大
工学部の

留学生と仲良くなろう！
～留学生のサポーター・チューター制度～

学内にいても、異文化体験が可能です！
九州大学では、現在2,000名を超える外国人留学生が学
んでおり、来日間もない留学生に対して、諸手続の手伝い
やキャンパス・市内の案内などのサポートを行っています。
サポーター・チューターの経験により留学体験を逆の立場
から眺めることができ、担当した留学生とも長く強い友情
が育まれ、海外が身近に感じられるようになります。

留学生の生活をサポートしよう！
～九州大学 留学生会KUFSAの紹介～

KUFSA（九州大学留学生会）は、現在98カ国からの留学
生が所属しており、世界中の文化や習慣が入り混じる、多
様性に富んだ組織です。日本人学生も参加することが出来
ます。留学生向けの福岡での生活における役に立つ情報
を提供する他、日本人学生と留学生が一緒になってイベン
トも活発に行われています。

SALCで英語力を伸ばそう！
～学内にいながら語学力の向上が目指せます～

SALC(Self-Access Learning Center)は自主的な外国語
学習をサポートします。語学学習相談、英会話、TOEFLや
IELTSなどの試験対策、英語の新聞、雑誌、書籍の閲覧の
他、各種楽しいイベントも提供しています。また、学内外の各
種留学・研修プログラムに関する情報を提供し、留学相談
に応じています。スタッフ、学習サポーター（留学生）はフレン
ドリーで、リラックスした雰囲気のなかで学習を楽しんでいま
す。是非活用しましょう！ 

留学生と一緒に英語で講義を受けよう！
～工学部国際コースの講義が受けられます～

工学部には英語のみで学士号が取得できる「学士課程国
際コース」があり、毎年アジアを中心に、世界各国から約２０
名の優秀な留学生を受け入れています。日本人学生も留学
生と一緒に、英語で行われる講義に参加することが出来ま
す。

Bonjour

join us!

你好

HP https://www.eng.kyushu-u.ac.jp/e/u_international.html

Facebook
HP http://www.isc.kyushu-u.ac.jp/kufsa/japanese.html

https://ja-jp.facebook.com/KUFSA/

kufsainfo@gmail.com問合せ先
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●4単位付与科目

英語をしっかり勉強して、
海外生活を楽しもう！

クイーンズランド大学 サンノゼ州立大学

ケアンズケアンズ
シアトルシアトル

サンフランシスコ

ロサンゼルス
グランドキャニオン

シカゴ

ヒューストン
ニューオリンズ

マイアミ

ニューヨーク

ワシントンDC

サンノゼ

オーストラリアオーストラリア アメリカアメリカ

エアーズロックエアーズロック

ゴールドコーストゴールドコースト

シドニーシドニー

メルボルンメルボルン

タスマニアタスマニア

パースパース

ブリスベンブリスベン

クイーンズランド州ブリスベンで約４～５週間、世界各国か

らの文化や言語も異なる学生と体系的に英語を学習。ま

た、クイーンズランド大学（UQ）の研究内容を理解する

Engineering Sessionsに参加し、研究内容の説明を受

け、実際にUQの工学系研究室を訪問します。

4週間にわたり、午前中はサンノゼ州立大学（SJSU）付属語

学学校で英語クラスを受講し、プレゼンテーション能力の向

上をめざします。午後は SJSU 生との交流を楽しみ、起業家

に関する講演なども受講。週１回ペースで、シリコンバレーの

企業や名門大学を訪問し、５週目には仮想企業プログラム 

Zero To One に参加して、企業家精神を育みます。

Q2PECの詳しい情報は

世界の英知が集うシリコン
バレーで、クリエイティブな
マインドに触れてみよう！

ELEPの詳しい情報は

グローバルマインド育成のため、工学部日本人学生に向けて年2回海外短期留学プログラムを実施しています。

（実質参加費：各1万円程度）

ELEP オンライン

日本では習うことのない、ネイティブの感
覚(例えば英語表現のニュアンスがどう伝
わるのか)を学べたり、ディスカッションを
何の抵抗もなくできるようになり、この経
験はとても貴重だと思いました。また、ここ
で出会った人と生涯連絡を取り合いたい
と思いました。

自分の人生のターニングポイント
になったと思います。

アメリカでの雇用の流動性や、自分のスキ
ルを高める会社や働き方を選んで人生を
歩んでいくという考え方にすごく共感した。

今までアカデミックについての授業ばかり
受けてきたので、仮想起業ワークショップ
を通して皆と意見を出しながら協力して何
か一つのものを作り上げるのは新鮮で、実
際にそれを体験したことによってイノベー
ションというものは何かということに対す
る理解がとても深まった。

このプログラムで、海外の人と英語で理解
し合う楽しさを改めて味わうことができた
ので、とても楽しかったです。

Q２PEC オンライン

Q２PEC
オンライン
～参加者の声

～

ELEPオンライン～参加者の声～
（2021年度参加者）

2/15(火)~3/18(金) 5週間
1~4週目午前（火~金 8:30~11:45）
サンノゼ州立大学による英語授業
午後および土曜日午前
シリコンバレー特別講演
5週目　仮想起業ワークショップ（Zero To One）

8/23（月）～9/24（金）5週間
午前（月~金 7:15~11:30）
世界各国の学生と英語授業
午後（2週間）
クイーンズランド大学・九州大学の工学系
特別講義（UQ-KU Engineering Sessions）

工学Workshopブリスベンの街並み UQ生とピクニック研究室訪問 午前中の英語クラスゴールデンゲートブリッジ
サンフランシスコ

起業Workshopプレゼンテーション

ヨセミテ国立公園スタンフォード大学にてGoogle社訪問Q2PECオンライン講義

7月に九大で実施される

UQ-JPIEプログラムに

参加のUQ工学部生とペ

アを組み、留学前から双

方向の交流を行います。
九大を訪れたUQ生と懇親

2021年度もコロナの
影響によりオンラインでの

実施が決定

4月
月

5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

短期
プログラム

申請時期

語学認定試験
TOEFL iBT受験

TOEFL　ITP受験（●）

●春学期（4月上旬～6月上旬） ●夏学期（6月上旬～8月上旬） ●夏季休業
   （8月上旬～9月末）

●冬季休業
   （12月下旬～１月上旬）

●秋学期
   （10月上旬～12月上旬）

●冬学期
   （12月上旬～2月中旬）

●TOEFLスキルアップセミナー

●● ● 

 アジア太平洋カレッジ（日韓2weeks）留学フェア
（4月下旬） 　FS語学研修（夏 季）カナダ3～4weeks

アジア太平洋カレッジ
（米2weeks）

アジア太平洋カレッジ
（日－台2weeks） 

グロー バルPBLプログラム（フィンランド）8days

新興国アントレプレナーシップ8days （タイ）
ケンブリッジ大学研 修（英）3weeks

Entrepreneurship Bootcamp（米国） 10days

FS語学研修（春季）カナダ４weeks
AsTW（ASEAN加盟国）2weeks

ドイツ・インターンシップ研修（独）1month

CLP-C中国語研修（台）3weeks
モナシュ大学英語研修（豪）4weeks

年間スケジュール

Q2PEQ 説明会・申請 ELEP 説明会 ・申請

イア エステ海外インターンシップ申請

大学間交換留学
第2回学内申請 第1回学内申請

大学間交換留学

イーストゾーン

ウエストゾーン

センターゾーン

ウエスト4号館

ウエスト3号館

九大工学部

九大ビッグオレンジ
九大センターゾーン入口

学園通り

至 JR九大学研都市駅

椎木講堂
イースト1号館A棟

中央図書館

ウエスト2号館
ウエスト1号館

ウエスト4号館2F

センター1号館1F

教務課

インターナショ
ナルな

キャンパスライ
フ

学内マップ

九大
工学部の

留学生と仲良くなろう！
～留学生のサポーター・チューター制度～

学内にいても、異文化体験が可能です！
九州大学では、現在2,000名を超える外国人留学生が学
んでおり、来日間もない留学生に対して、諸手続の手伝い
やキャンパス・市内の案内などのサポートを行っています。
サポーター・チューターの経験により留学体験を逆の立場
から眺めることができ、担当した留学生とも長く強い友情
が育まれ、海外が身近に感じられるようになります。

留学生の生活をサポートしよう！
～九州大学 留学生会KUFSAの紹介～

KUFSA（九州大学留学生会）は、現在98カ国からの留学
生が所属しており、世界中の文化や習慣が入り混じる、多
様性に富んだ組織です。日本人学生も参加することが出来
ます。留学生向けの福岡での生活における役に立つ情報
を提供する他、日本人学生と留学生が一緒になってイベン
トも活発に行われています。

SALCで英語力を伸ばそう！
～学内にいながら語学力の向上が目指せます～

SALC(Self-Access Learning Center)は自主的な外国語
学習をサポートします。語学学習相談、英会話、TOEFLや
IELTSなどの試験対策、英語の新聞、雑誌、書籍の閲覧の
他、各種楽しいイベントも提供しています。また、学内外の各
種留学・研修プログラムに関する情報を提供し、留学相談
に応じています。スタッフ、学習サポーター（留学生）はフレン
ドリーで、リラックスした雰囲気のなかで学習を楽しんでいま
す。是非活用しましょう！ 

留学生と一緒に英語で講義を受けよう！
～工学部国際コースの講義が受けられます～

工学部には英語のみで学士号が取得できる「学士課程国
際コース」があり、毎年アジアを中心に、世界各国から約２０
名の優秀な留学生を受け入れています。日本人学生も留学
生と一緒に、英語で行われる講義に参加することが出来ま
す。

你好

HP

Facebook
HP

問合せ先



（6ヶ月～１年
）

交換留学
　交換留学とは、九州大学が海外の大学と締結した学生交流協定に基づき、半年
から１年の期間、留学する制度です。
　留学中は在学扱いとなり、九大に授業料を納めていれば、留学先の大学では授業
料を徴収されません。

交換留学７つのいいね！
留学先の授業料徴収なし！ 異文化を体験！

交換留学に
チャレンジ
しよう！

大学がしっかりサポート！
手続きも安心！

世界トップレベルの
学生と出会える！

返済不要の
奨学金制度あり！ 選べる大学数が多い！ 日本の良さを再確認！

協定校には有名大学も多数あ
ります。世界トップレベルの学
生たちと切磋琢磨し、将来につ
ながるネットワークづくりが可
能です。

交換留学は九州大学が留学先
大学と連絡を取りながら手続
きを進めるため、私費留学より
格段の安心感があります。

奨学金制度に申請して採択され
ると経済支援が受けられます。

30か国以上、150を超える世
界の大学と協定を締結してい
ます。

海外から日本を見つめ直すこ
とで、日本の良さにあらためて
気づくことができます。

九州大学に授業料を納入する
ことで、留学先の授業料を納め
る必要がないため、留学費用の
負担が軽減されます。

留学先では、様々なバックグラ
ウンドを持った人々と関わりま
す。留学先に長期で滞在するこ
とで、語学のコミュニケーション
力向上だけではなく、多様な文
化に触れることができます。

交換留学のための奨学金・渡航費援助

IAESTE（イアエステ）
海外インターンシップ

九州大学では交換留学する学生に対して様々な経済支援を行っています。

九州大学では、学部3年生以上を対象に、イアエステ（IAESTE, The Interna-
tional Association for the Exchange of Students for Technical 
Experience)を介して毎年海外の大学・企業に派遣しています。また、海外からも
学生を受け入れて、学生の相互交流が行われています。

IAESTEは単なる留学とは異なり、インターンシップに参加で

きます。日本で勉強してきた事が海外で通用するかどうか確か

めることができることが魅力的だと思います。海外の学生と積

極的にコミュニケーションを取ることで、技術的・文化的の両

面で交流を深めることができます。IAESTEでの経験を今後

のキャリアを考える上で大きな指標にすることができました。

英語力レベル TOEFL スコアの目安 備考

中級  ITP550/  iBT 80 交換留学で最低限求められるレベルです。

上級  ITP600/  iBT 100 トップクラスの大学への留学で求められるレベルです。

○交換留学生向けの主な奨学金

公益財団法人
業務スーパージャパンドリーム財団

TOMODACHI　住友商事奨学金

経団連国際教育交流財団
「グローバル人材育成スカラーシップ」

※学内選考時はTOEFL iBT 65以上、IELTS 5.0以上、TOEFL ITP 510以上いずれかのスコアを有している必要があります。

※留学先の大学によって求められる語学能力試験や基準スコアが異なりますので、
　Global Gatewaysに掲載してある九州大学協定締結校の協定校一覧を確認しましょう。求められる英語レベル

名称 対象者 援助内容

応募時に学部２～４年生で、理工系専攻者につ
いては、６ヶ月以上１年未満の期間、海外の大
学等の研究室で研究する者や海外の大学の講
義等を受講する者。

８月または９月から１年間（約８～10カ月）
留学する者。

4月1日～翌年3月31日の間に開始される留学に
1学期以上参加する者 月額15万円

180万円/年（準備金を含む）

200万円/年　を一括支給

海外
インターン
シップ

システム情報科学府  
情報知能工学専攻
修士２年

加来　大輔

ドイツ　ベルリンにて

イアエステ先輩の声

問い合わせ先：国際部留学課 
e-mail：intlrryugaku
　　　　@jimu.kyushu-u.ac.jp

工学部独自 の短期海外  留学プログラム（５～６週間）
JASSO（日本学生支援機構）や工学部からの奨学金・授業料支援など手厚いサポートが受けられます。

　　　 
　 
 

 

 

　　　 

 

●募集人数：20名
●派遣先：豪国・ブリスベン
　　　　  クイーンズランド大学

●実施期間：8～9月（6週間）

●実質参加費用：平均26万円
　　　　　     （2019年実績）

●4単位付与科目

●募集人数：30名
●派遣先：米国・カリフォルニア州 
　　　　  サンノゼ州立大学

●実施期間：2～3月（5週間）

●実質参加費用：平均38万円
　　　　　     （2019年実績）

●4単位付与科目

英語をしっかり勉強して、
海外生活を楽しもう！

クイーンズランド大学 サンノゼ州立大学

ケアンズケアンズ
シアトルシアトル

サンフランシスコ

ロサンゼルス
グランドキャニオン

シカゴ

ヒューストン
ニューオリンズ

マイアミ

ニューヨーク

ワシントンDC

サンノゼ

オーストラリアオーストラリア アメリカアメリカ

エアーズロックエアーズロック

ゴールドコーストゴールドコースト

シドニーシドニー

メルボルンメルボルン

タスマニアタスマニア

パースパース

ブリスベンブリスベン

クイーンズランド州ブリスベンで約４～５週間、世界各国か

らの文化や言語も異なる学生と体系的に英語を学習。ま

た、クイーンズランド大学（UQ）の研究内容を理解する

Engineering Sessionsに参加し、研究内容の説明を受

け、実際にUQの工学系研究室を訪問します。

4週間にわたり、午前中はサンノゼ州立大学（SJSU）付属語

学学校で英語クラスを受講し、プレゼンテーション能力の向

上をめざします。午後は SJSU 生との交流を楽しみ、起業家

に関する講演なども受講。週１回ペースで、シリコンバレーの

企業や名門大学を訪問し、５週目には仮想企業プログラム 

Zero To One に参加して、企業家精神を育みます。

Q2PECの詳しい情報は

世界の英知が集うシリコン
バレーで、クリエイティブな
マインドに触れてみよう！

ELEPの詳しい情報は

グローバルマインド育成のため、工学部日本人学生に向けて年2回海外短期留学プログラムを実施しています。

（実質参加費：各1万円程度）

ELEP オンライン

日本では習うことのない、ネイティブの感
覚(例えば英語表現のニュアンスがどう伝
わるのか)を学べたり、ディスカッションを
何の抵抗もなくできるようになり、この経
験はとても貴重だと思いました。また、ここ
で出会った人と生涯連絡を取り合いたい
と思いました。

自分の人生のターニングポイント
になったと思います。

アメリカでの雇用の流動性や、自分のスキ
ルを高める会社や働き方を選んで人生を
歩んでいくという考え方にすごく共感した。

今までアカデミックについての授業ばかり
受けてきたので、仮想起業ワークショップ
を通して皆と意見を出しながら協力して何
か一つのものを作り上げるのは新鮮で、実
際にそれを体験したことによってイノベー
ションというものは何かということに対す
る理解がとても深まった。

このプログラムで、海外の人と英語で理解
し合う楽しさを改めて味わうことができた
ので、とても楽しかったです。

Q２PEC オンライン

Q２PEC
オンライン
～参加者の声

～

ELEPオンライン～参加者の声～
（2021年度参加者）

2/15(火)~3/18(金) 5週間
1~4週目午前（火~金 8:30~11:45）
サンノゼ州立大学による英語授業
午後および土曜日午前
シリコンバレー特別講演
5週目　仮想起業ワークショップ（Zero To One）

8/23（月）～9/24（金）5週間
午前（月~金 7:15~11:30）
世界各国の学生と英語授業
午後（2週間）
クイーンズランド大学・九州大学の工学系
特別講義（UQ-KU Engineering Sessions）

工学Workshopブリスベンの街並み UQ生とピクニック研究室訪問 午前中の英語クラスゴールデンゲートブリッジ
サンフランシスコ

起業Workshopプレゼンテーション

ヨセミテ国立公園スタンフォード大学にてGoogle社訪問Q2PECオンライン講義

7月に九大で実施される

UQ-JPIEプログラムに

参加のUQ工学部生とペ

アを組み、留学前から双

方向の交流を行います。
九大を訪れたUQ生と懇親

2021年度もコロナの
影響によりオンラインでの

実施が決定

4月
月

5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

短期
プログラム

申請時期

語学認定試験
TOEFL iBT受験

TOEFL　ITP受験（●）

●春学期（4月上旬～6月上旬） ●夏学期（6月上旬～8月上旬） ●夏季休業
   （8月上旬～9月末）

●冬季休業
   （12月下旬～１月上旬）

●秋学期
   （10月上旬～12月上旬）

●冬学期
   （12月上旬～2月中旬）

●TOEFLスキルアップセミナー

●● ● 

 アジア太平洋カレッジ（日韓2weeks）留学フェア
（4月下旬） 　FS語学研修（夏 季）カナダ3～4weeks

アジア太平洋カレッジ
（米2weeks）

アジア太平洋カレッジ
（日－台2weeks） 

グロー バルPBLプログラム（フィンランド）8days

新興国アントレプレナーシップ8days （タイ）
ケンブリッジ大学研 修（英）3weeks

Entrepreneurship Bootcamp（米国） 10days

FS語学研修（春季）カナダ４weeks
AsTW（ASEAN加盟国）2weeks

ドイツ・インターンシップ研修（独）1month

CLP-C中国語研修（台）3weeks
モナシュ大学英語研修（豪）4weeks

年間スケジュール

Q2PEQ 説明会・申請 ELEP 説明会 ・申請

イア エステ海外インターンシップ申請

大学間交換留学
第2回学内申請 第1回学内申請

大学間交換留学
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九大工学部

九大ビッグオレンジ
九大センターゾーン入口

学園通り

至 JR九大学研都市駅

椎木講堂
イースト1号館A棟

中央図書館

ウエスト2号館
ウエスト1号館

ウエスト4号館2F

センター1号館1F

教務課

インターナショ
ナルな

キャンパスライ
フ

学内マップ

九大
工学部の

留学生と仲良くなろう！
～留学生のサポーター・チューター制度～

学内にいても、異文化体験が可能です！
九州大学では、現在2,000名を超える外国人留学生が学
んでおり、来日間もない留学生に対して、諸手続の手伝い
やキャンパス・市内の案内などのサポートを行っています。
サポーター・チューターの経験により留学体験を逆の立場
から眺めることができ、担当した留学生とも長く強い友情
が育まれ、海外が身近に感じられるようになります。

留学生の生活をサポートしよう！
～九州大学 留学生会KUFSAの紹介～

KUFSA（九州大学留学生会）は、現在98カ国からの留学
生が所属しており、世界中の文化や習慣が入り混じる、多
様性に富んだ組織です。日本人学生も参加することが出来
ます。留学生向けの福岡での生活における役に立つ情報
を提供する他、日本人学生と留学生が一緒になってイベン
トも活発に行われています。

SALCで英語力を伸ばそう！
～学内にいながら語学力の向上が目指せます～

SALC(Self-Access Learning Center)は自主的な外国語
学習をサポートします。語学学習相談、英会話、TOEFLや
IELTSなどの試験対策、英語の新聞、雑誌、書籍の閲覧の
他、各種楽しいイベントも提供しています。また、学内外の各
種留学・研修プログラムに関する情報を提供し、留学相談
に応じています。スタッフ、学習サポーター（留学生）はフレン
ドリーで、リラックスした雰囲気のなかで学習を楽しんでいま
す。是非活用しましょう！ 

留学生と一緒に英語で講義を受けよう！
～工学部国際コースの講義が受けられます～

工学部には英語のみで学士号が取得できる「学士課程国
際コース」があり、毎年アジアを中心に、世界各国から約２０
名の優秀な留学生を受け入れています。日本人学生も留学
生と一緒に、英語で行われる講義に参加することが出来ま
す。

你好

HP

Facebook
HP

問合せ先



世界とつながる九州大学工学部
君たちのすぐ近くに世界がある！

アメリカ

カナダ

ニュージーランド

留学先：クイーンズランド大学

エネルギー科学科

出原 舞衣子

ホストファミリーとの交流、クイーンズランド大学での研究室見学、学生が
積極的に発言する英語学校の授業など、一日が終わるころにはくたくたに
なってしまうほど刺激的な毎日を過ごすことが出来ました。週末には、留学
先で知り合った仲間や九大の仲間と共に様々な場所へ観光に行きました。

留学先：サンノゼ州立大学

機械航空工学科
航空宇宙工学コース　

平川 　舞

留学先での特別な経験が価値観と人生観を変えました。最初は不安もあり
ましたが、勇気を出して一歩踏み出すと新しい世界を見ることができ、自
分に足りないものにも気づけました。何より、困難に挑戦していく中で、自
分の好みや変化を感じるのが 1番楽しかったです！

九大工学部生の海外留学者数
のべ155人 （2019年度）

モンゴル

韓国

ベトナム

ボツワナ

台湾

タイ

フィリピン

インドネシア

マレーシア

シンガポール

オーストラリア

中国

イギリス

スウェーデン

フィンランド

ドイツ

フランス

ノルウェー

ミャンマー

マルタ

留学先：ドイツ アーヘン工科大学
　　　 　　　　　　   （交換留学）

機械航空工学科
機械工学コース

西井 一朗

私は学部４年次にアーヘン工科大学へ半年間留学しました。留学先では数
値解析についての授業を履修しました。留学の計画から、現地での授業や
プロジェクトを通して沢山の出会いがあり、自身の人生についての視野を
大きく広げることが出来ました。この留学を決心して本当に良かったです。

留学先：シンガポール国立大学

工学部機械航空工学科
航空宇宙工学コース

小澤 翼
右が小澤さん

私は学部３年生の夏から約１年間シンガポール国立大学へ留学していました。
学習・私生活ともに充実した最高の時間を過ごせました。現在、私は研究室に
所属し、オーストラリアの共同研究先と人工衛星のエンジンの開発に取り組ん
でいます。九大に入学した時と比べると「日本と海外」という境界線が格段にボー
ダーレスになってきているのを感じます。その中で交換留学が果たした役割は
とてつもなく大きいです。少しでも興味のある方は学部生のうちに一度交換留
学を経験されることをお勧めします！

海外で活躍する先輩達の声
【九大工学部卒】

東洋エンジニアリング
株式会社

甲斐 瑛子さん

●工学部電気情報工学科
　2013年卒業

●システム情報科学府
　情報知能工学専攻
　2015年修了　

　社会人３年目の終わりから１年間、海外の建設現場で、電気・制
御系エンジニアとして、石油化学工場の建設に携わっています。学
生時代は、Ashir Ahmed 准教授のご指導の下、バングラデシュの
遠隔医療システムについて研究し、現地を３回訪問、国際学会に4
回参加しました。また、これまでに旅行も含め訪問した国は３０カ国
になりました。
　海外の魅力は、自身のINSIDE とOUTSIDE 両方の形成に多
大な力を持っていることです。OUTSIDE : 自分が想像していなかっ
た外の世界を多様な人・情報・文化を通して知ることができます。
INSIDE : 海外に出ていくことで、自分がマイノリティ側に置かれ、
自分を別の視点から見つめることができます。
　知識・技術という世界共通言語を身につけ、海外経験を積ませて
くれた九州大学が、私に海外で活躍できるチャンスを与えてくれまし
た。より自分の可能性を広げ、より自分を知る、海外へのアンテナを立て、より充実した九大生生活をお過
ごしください。

九州大学工学部等教務課
発　　  行：2022年3月 
デ ザ イ ン：城島印刷株式会社

九大生のための留学情報ホームページ「Global Gateways」を是非ご覧下さい。
留学情報が多岐にわたって掲載されています。

①Moodleのコース「Global Gateways・九大生のための
　海外留学情報（国際部留学課）」にアクセスし、ログイン
②「私を登録する」ボタンをクリック
③「オンライン海外留学相談（個別相談）」から予約フォームに入力
　→ 受付後、日時やZoomリンクなどの情報をお送りします。

留学について相談してみたいなら・・・
オンライン海外留学相談で学生サポーターに相談してみよう

福岡市西区元岡 744 番地　ウエスト4号館2F 203号室

https://www.isc.kyushu-u.ac.jp/intlweb/

詳しいことが知りたい場合は？

海外留学に関するお問い合わせ
問い合わせ先：九州大学国際部留学課海外留学係
　　　　　　  ryugakuinfo@jimu.kyushu-u.ac.jp

海外勤務

九州大学工学府
（スウェーデン）ルンド大学
Building & Environmental
Technology 学科

笠井 蒼生さん

●工学部地球環境工学科
　卒業　

　修士課程では都市環境システム工学を専攻し、スウェーデンのルンド大学に、ダブルディグリープログラ
ムを用いて学位留学を行いました。ルンド大学では、実際のフィールドを対象としたプロジェクトワークに主
に取り組み、豪雨や地下水の解析など幅広い水理学の知識を実
践的に学ぶことができました。
　学部課程では、イギリスのケンブリッジに短期留学をする機会が
あり、その際に海外により長期滞在することで、日本を外から見つめ
てみたいと思うようになりました。学位留学はコロナ禍ではありました
が、多様な国籍・背景を持った先生方や生徒と実際に対面で交流
することができ、日本との文化や価値観の違いを直に感じることが
出来ました。
　留学には自身の価値観を大きくアップデートするチャンスが潜ん
でいます。言語の壁を乗り越えて、現地でやり遂げた事には多くの
達成感を得られるはずです。皆さんの大学生活が実り多きものであ
りますように。

ダブル
ディグリー
プログラム

留学関係
情報

事前予約はこちら▶

海外留学
パンフレット

世界で活躍する
エンジニアを
目指して

九州大学工学部


