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国際教育支援センター
設立10周年に際して

3

工学部局の国際化推進と工学系国際交流支援室設置について

国際担当副学長

渡邊公一郎

今から11年前にさかのぼる平成21年4月に日野研究院長による新工学部局体制がスタートした。当時
は九大の中でも工学部局は国際化が遅れた部局の例として示されるほど、国際化に縁のない部局であった。
当時までは各部局の執行部体制は研究院長と副研究院長2名が普通であったが、日野研究院長は研究、教
育に加え3つ目として国際担当副研究院長ポストを新たに作り、渡邊が指名された。その時に日野研究院
長と渡邊で相談して工学系国際交流支援室の立上げを決めた。きっかけは、渡邊が学会で東大キャンパス
を訪問した際に、東大医学系国際支援室に立ち寄ったことにある。東大では全学の国際推進室はあるもの
の、大きな部局には別に国際関連の組織を作り、各部局の国際化推進を始めていた。
平成20年に政府により留学生30万人計画が開始され、九大でも平成21年度にグローバル30が始まり、
平成22年度10月より学部国際コースが始まり、また留学生の急速な増加が期待されていたころである。
その頃の工学部と工学府の留学生は、併せても300名を超えない数字であったが、それでも全学的には最
も多く留学生を抱える部局であった。全学の国際組織とは別の部局独自の組織がなければ、工学部局の国
際化は無理と考えた日野研究院長と渡邊は早速、東大の例に倣い、工学系国際交流支援室を設置すること
にした。平成22年度のことである。初代の室長には、日野研究院長が渡邊を任命した。
工学部局の国際化にはどこから手を付けるべきか、考えても始まらないので、思いつくことを片っ端か
ら開始した。工学部局は伊都キャンパスに移転したばかりであったが、留学生と日本人学生や教職員との
交流が極めて不足していたので、伊都キャンパス国際交流会というイベントを始めた。支援室設置に先立
つ平成21年11月のことである。ビッグどらに29か国の出身の留学生、日本人学生、教職員、近隣の小
中学校の留学生担当の先生方らに集まってもらい、総勢260名が和気あいあいと国際交流する時間となっ
た。このプログラムはその後、年2回実施し8回まで実施後、多くの部局が伊都キャンパスに移って来たの
で、全学国際部に引き継いだ。
平成21年度に開始したグローバル30プログラムでは平成22年度10月より四つの工学系学部国際コー
スが開設され、多くの候補者から毎年約20名の優秀な留学生を選考し英語で講義を行っている。支援室は
これらのプログラムの後方支援や日本語教育を実施した。また翌年スウェーデンのルンド大学工学部と連
携し、修士ダブルディグリープログラムを開始した。平成20年当時に九州大学では経済学府が中国の人民
大学と修士ダブルディグリーを開始したばかりであったが、工学系でも工学教育の国際通用性向上の必要
性があった。平成20年9月、慶応大学で開催された国際ダブルディグリーシンポジウムに渡邊が参加し、
スウェーデンから参加していたルンド大学工学部の Warfwinge 教授とその場で交渉し、2年近くの行き来の
後、プログラムの開始に至った。支援室がダブルディグリープログラム推進の役割を担い、渡邊の後任の
吉田支援室長が積極的にプログラムを発展させた。また、時間割などの理由で全学の日本語クラスに入れ
ない留学生が多数いたので、平成22年に工学日本語 evening 講座を開始した。翌年は200名を超える留学
生が参加した。
平成24年度に、工学部（府）学生向けに、米国西海岸のシリコンバレーにおいて5週間の短期集中留学
プログラム（Engineering Leaders English Program, 通称 ELEP）を新たに開始した。ELEP は九州大学工学部局が実
施した初めての留学プログラムである。既に松尾所長を代表とする九大カリフォルニアオフィスが九大学
生のための留学プログラムを実施してきた実績があり、その中に工学部学生のための短期留学プログラム
を加えていただき、実施の運びとなった。応募者62名から選ばれた学部生19名、大学院生1名の計20名
が ELEP に参加し、平成25年2月～3月に留学した。参加者は、サンノゼ州立大学での英語研修に加えて、
起業家やベンチャーキャピタルの方々の講義、シリコンバレーにある大学やハイテク企業等へのフィール
ドトリップに参加しながら、イノベーションの起きる仕組みや起業家精神を学んだ。また、参加学生は全
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員現地家庭でのホームステイに加えサンノゼ州立大学学生との交流パーティなどを通して異文化交流を実
践し、さらに種々の人々との国際コミュニケーションスキルを身につけた。
参加学生の殆どが、今回の留学プログラムの質の高さに大きな意義を感じ、短期にも関わらず大きな
成果を得たと報告した。膨大な量のレポートが現地から届くたびに、我々の学生はここまで変わることが
出来るのかと驚き、書かれたものの質の高さにさらに驚かされた。人生の転機となったと書き記した学生
もいた。学生の帰国報告に出席した際に、プログラムを企画したものの一人として、期待していたもの以
上の成果を目にし、学生とともに喜びを分かち合った。このプログラムが参加学生のグローバル人材へと
脱皮するきっかけとなり、さらに周りの学生へも影響を与え、大学の国際化が前進するきっかけも作ると
思っている。当プログラムの企画 ･ 実施の中心となったカリフォルニアオフィスの松尾所長と工学研究院
の梶原教授の努力があった。また、現地で参加学生の支援のために駆けずりまわったホールさんと水谷さ
んの努力もあった。平成24年度に工学研究院長となった山田先生には ELEP をさらに強化支援していただ
いた。3年後の平成27年に研究院長になった高松先生は、当初我々が想像しないくらいの資金援助をされ
たため、ELEP は全学でも目立った優れた国際プログラムとなり、九州大学における日本人学生の海外短期
留学のモデルプログラムとなった。
以上のほかにも工学系国際交流支援室がコーディネートした国際関係の案件は多数ある。
「教育の質向上
支援プログラム（EEP）
」では平成21～24年度に渡り、教員の英語講義スキルアップのためハワイ大学に
延べ30名を派遣した。アジア人財プログラムは、留学生の地元就職を促進する出口戦略の中核となった。
松村副研究院長と渡邊が豪州クイーンズランド大学の野北先生と学生交流について話し始めたのは平成
25年頃だったと思う。この頃の相談は、平成27年度のクイーンズランド大学におけるサマープログラム
（Q PEC）開始、平成28年の「UQ-KU 研究教育交流プロジェクト」の立上げ、同大学内への交流拠点の開設、
さらにその後の UQ-JPIE に展開していった。
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また、数多くの海外の大学との交流協定締結を行い、海外からの留学生受け入れ倍増のきっかけを作っ
た。いまでは、九大の多くの部局の中で、国際化を進めている部局の代表例として工学部局があげられる。
平成30年度から研究院長になった久枝先生も含め、日野先生、山田先生、高松先生と4代にわたる工学部
局長の国際化への執念と工学系国際交流支援室（平成29年度より工学系国際教育支援センター）による国
際化支援のたまものではなかろうか。きっかけの一つを作ったものとして、この12年間の工学部局の国際
化への変貌を見るにつけ感慨深いものがある。

H23年8月、左からルンド大学副工学部長、日野
研究院長、ルンド大学学長、渡邊

H25年2月、前列左からスタンフォード大学ダッ
シャー教授、カリフォルニアオフィス松尾代
表、元九大総長梶山教授、後列左から松村教授、
山田研究院長、森教授、渡邊、梶原教授

H28年3月、バンドン工科大学カダルシュ学長、
高松研究院長を表敬訪問
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工学研究院附属国際教育支援センター10周年を迎えて

工学研究院長・工学府長・工学部長

久枝

良雄

本センターは今年10周年を迎えた。平成22年（2010年）4月に工学系国際交流支援室として発足し、
平成28年（2016年）に工学系国際交流支援センターに名称を変更し、平成29年（2017年）に工学研
究院附属国際教育支援センターとなった。本センターのミッションは、設立以来この10年で変化してき
た。現在の主なミッションは（１）学部国際コースの運営および教育支援、
（２）学部生・大学院生の短期
留学プログラムの運営、
（３）英語教育の質向上支援、
（４）国際交流協定の支援、
（５）国際交流活動の広
報、など多岐に渡っている。
設立の経緯やご苦労は、国際担当副学長である渡邉先生が詳しく記載されているのでご一読頂きたい。
当初は平成21年（2009年）度から開始したグローバル30プログラムによる工学部国際コースの支援が
最大のミッションであり、支援室の設置により海外の大学からの表敬訪問対応や留学生の交流を積極的に
アレンジするようになった。平成24年（2012年）から開始した学部学生・学府学生のマインドセット
を目的とした米国シリコンバレー短期留学プログラム ELEP（Engineering Leaders English Program）は、カリフォ
ルニアオフィス代表の松尾先生の献身的なご尽力や梶原教授・後藤教授の熱意、支援室スタッフの水谷さ
んの努力により、工学研究院における国際関連の目玉プロジェクトへと発展していった。
平成26年（2014年）10月に渡邉先生が九大本部の国際担当副理事に就任された後、私が国際担当
の副研究院長を引き継ぐことになった。吉田先生が工学系国際交流支援室長を担当され、ルンド大学との
ダブルディグリープログラムを推進された。シリコンバレーでのアントレプレナー教育を含む ELEP が学
生に好評であったので、オーストラリアでの別の目的をもった短期留学プログラムの立ち上げを吉田室長
および水谷さんにお願いした。平成27年（2015年）度からオーストラリア・クイーンズランド大学で
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の Q PEC（Qshu-Queensland Program for English Communication）を開始した。このプログラムは他国の留学生と

の英語共学と九大の独自プログラムの組み合わせにより、将来の長期留学をエンカレッジするものであっ
た。クイーンズランド大学の野北教授と九大の松村教授、安田准教授のご協力により、魅力的な短期留学
プログラムとして浸透してきたと言える。このプログラムは、平成29年（2017年）度から始まったク
イーンズランド大学の学生のインバウンドプログラム UQ-JPIE（The University of Queensland-Japanese Program for
Industrial Experience）との連携により進化している。すなわち、Q2PEC 参加の九大学生と UQ-JPIE 参加のクイー
ンズランド大学学生がバディを組むことにより、学生交流が格段に向上した。
平成28年（2017年）度には支援室からセンターへと組織を変更し、センター専任の教員として陳教
授（センター長）およびカノン准教授（副センター長）を迎え、国際教育支援と国際交流を強化した。ま
た、活性化制度による人事ポイントと部局の人事ポイントを用いて、学部国際コースの教員（ハザリカ教
授、ロバートソン准教授、ウォール准教授）を承継ポジションに就けることができた。更に、学部国際コー
スの運営や国際交流を強化するため、平成31年（2019年）度に田村准教授、許斐准教授をそれぞれ昇任、
採用し、強力な体制とした。また、留学生の日本語教育を充実するため、山田助教に加わって頂いた。本
センターには、工学研究院の留学生担当の河野教授およびシステム情報科学研究院の留学生担当の東川准
教授も参画頂き、多様な国際教育支援を行っている。
工学研究院ではこの10年間で国際化を促進し、インバウンドおよびアウトバウンドの両方で大きな発展
を遂げてきたと言える。センター設立10周年の今年は、残念ながら COVID-19パンデミックによりオン
ライン留学などに変更せざるを得ない状況である。しかし、この感染症による混乱が終わった時、世界は
このことを教訓に更なる協調と提携を深めるでしょう。次の10年に向けて、本センターが益々活性化する
ことを期待したい。
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2020年9月

工学研究院附属国際教育支援センターへの期待

工学研究院副研究院長（教育担当）

園田

佳巨

本センターは、平成22年（2010年）にグローバル30プログラムによる工学部学士課程国際コースを
支えるために工学系国際交流支援室として発足して以来、様々な学士・学府学生の国際交流プログラムを
企画・運営する組織へと発展して現在に至っております。私は、設立当時、国際交流支援室の方と一緒に
学士課程国際コースの運営に奔走したことを鮮明に記憶しております。本学として初めての試みを成功さ
せるため、タイ・インドネシア・ベトナムなどの東南アジア諸国の優秀な高校を訪問し、工学部・農学部
の学士課程の PR を行いました。それから10年が経過し、国際教育支援センターの方々が各国の有力高校
と継続的に交流・意見交換を行ってこられた努力が実を結び、今では毎年100名を超える志願者があり、
入試倍率は日本人学生の数倍の難関なコースとなっております。
国際教育支援センターでは、平成24年度から開始した九大生のマインドセットを目的とした米国シリ
コンバレー短期留学プログラム ELEP（Engineering Leaders English Program）についても、プログラム日程の計
画立案・運営を担っております。また、平成27年度からスタートした Q PEC プログラム（Qshu-Queensland
2

Program for English Communication）では、豪州・クイーンズランド大学において九大生の英語能力向上を目的
に、他国からの留学生と一緒に共学しております。これらの日本人学生を主対象としたプログラムも、国
際教育支援センターが全面的に支えてくれたおかげで、毎年20～30名の学生が海外で学ぶ貴重な機会と
して工学部の中にしっかりと根付いております。特に、Q PEC プログラムについては、毎年7月に実施され
2

る UQ-JPIE プログラム（The University of Queensland-Japanese Program for Industrial Experience）において、九州大
学で学ぶクイーンズランド大学の学生と日本人学生との交流の場が設けられたことで、より親密な留学体
験ができるようになりました。
残念ながら、令和2年度（2020年度）は、新型コロナウイルスによるパンデミックで海外との往来に
よる交流が完全に閉ざされてしまいました。夏休みに実施予定だった Q PEC プログラムは、オンライン留
2

学を余儀なくされました。幸いなことに、実際の海外留学の醍醐味を味わえないオンライン留学にも多く
の学生が参加してくれたことで、九大生の英語能力向上という目的は何とか達成できたと報告を受けてお
ります。10月入学予定だった学士課程国際コースの学生は、9月末の現時点でも全員が着校できておりま
せん。来年2月から実施予定の ELEP プログラムは、可能であれば、例年通りの20～30名の学生を北米に
送り出したいと考えておりますが、最近の欧米の感染者の拡大状況を鑑みると、非常に厳しいように思わ
れます。Q PEC 同様に学生派遣ができない最悪の状況も想定して、国際教育支援センターの方々には代替
2

プログラムを検討いただくことを期待したいと思います。
ところで、今年度に始めた新しい試みとして、外国人留学生を対象とする工学府独自の日本語教育プロ
グラムがございます。この科目は、許斐先生・田村先生・山田先生の3名で、初級・中級・上級の3段階の
日本語教育を行うことで、日常生活やビジネス等の幅広い範囲で必要とされる日本語が習得できるように
組まれたもので、工学府を修了した学生が日本で働くことができるように支援するものです。少子高齢化
の影響が懸念される日本社会において、九州大学工学府で学んだ多くの高度な工学技術者が、日本企業の
一員として貢献してくれるようになることが望まれます。
このように、国際教育支援センターは、インバウンド・アウトバウンドのさまざまな国際交流支援だけ
でなく、将来の日本社会を担う留学生人材の育成など、数多くの活動を担う組織へと成長してきました。
今後数年は新型コロナウイルスの影響で海外との往来が困難な状況が続きそうな気配ですが、工学部・工
学府のこれまでの国際交流の和を維持し、COVID-19パンデミックの終息後に国際化を促進させるために
は、本センターの活躍が不可欠です。国際教育支援センターの益々の発展を期待しています。


2020年9月
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将来は廃止すべき組織の10周年にあたり

工学研究院副研究院長（国際担当）

松村

晶

工学研究院附属国際教育支援センターは、工学部ならびに工学府における国際化教育を推進する
ために、研究院部門とは別組織として設置されており、現在は、教授２名、准教授５名が専任教員
として在籍している。10年前に工学研究院の国際活動を支援する目的で、国際担当の渡邊公一郎
教授の下に工学系国際交流支援室が発足し、2016年2月に陳強教授と James Canon 准教授を専任
教員として迎えて、翌年度にセンターに改組して陣容も年々充実させてきて現在に至っている。こ
の10年間の陣容強化で工学系の国際化活動が大きく発展してきたことが理解される。
昨年2019年末に中国・武漢市の海鮮市場で７人への感染によって端を発した新型のコロナウイ
ルスによる感染症（COVID-19）は、瞬く間に全世界に広がり、１年近く経過した現在までに全
世界で5000万人近くが感染して110万人以上を死に至らしめ、いまだに終息の気配は見えてい
ない。この急速な流行拡大は、いみじくも現代社会において人々の交流が世界規模でいかに活発で
あるかを表しており、世界地図では Far East に位置している我が国での日常の生活や様々な活動も、
世界規模につながった人類社会の一部であることを端的に示している。このパンデミックによって
現時点ではほぼ全世界が鎖国状態になって物理的な人の動きは止まっているが、インターネットを
介して国を跨いだ交流や情報伝達は活発に行われており、パンデミック終息後は両方でもって国際
交流がますます広がり活発化するのは必至である。このような世界動向の中において、未来社会
の創造と将来を担う人材を育成することが使命である大学の国際化はますます重要になることは火
を見るより明らかであり、それに伴って同センターが担う役割も大きく重要性を増していくであろ
う。ますますの発展が期待される。
ここで漠然と「国際化」という言葉を用いているが、それが具体的に意味するところは場面に
よって多様である。一般に先端科学、工学分野は国や地域の敷居がない共通の原理の上に成り立っ
ているため、研究では世界標準の上での先端化が求められる。大学教育でも留学の隆盛や認証評価
などを背景にして世界的な標準化が進められている。しかし、これらは「同質化」とは違うことを
明確に意識しておく必要がある。均質な社会・価値観はそれを脅かすあるいは覆す外因に極めて弱
い。国際化が目指すところは「多様な価値観の共有」であり、良いものは取り入れるにせよ異質な
ものを相互に理解し認め合う混在共存でなくてはならない。異金属の固溶でもって合金が純金属よ
り強化されるように。大学の使命である研究・教育の現場においてそのような状況が日常になれ
ば、もはや国際化を推進する組織は不要である。そのため、当センターは将来役目を終えて廃止さ
れることを最終ゴールにして、これからも活動を続けていくことになる。一日も早くこの目標を達
成すべく、関係各位のますますのご支援とご協力をお願いしたい。
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工学系国際交流支援室の思い出

国際交流支援室長（平成25～27年度）

吉田

明徳

定年退職まで１年余となった頃のある日、日野研究院長より工学系国際交流支援室室長への勧誘
を受けました。退職後の夢を描き始めていたこともあってお断りしましたが、しばらくして渡邊副
研究院長（国際担当；支援室室長兼務）も加わられ再度の勧誘を受けました。結局お引き受けし、
３年間室長を務めました。支援室の運営についてお二人からは特段の指示は受けませんでしたが、
次の３点を強調されていたと記憶しています。
①

支援室に室長が常駐することの必要性、特に渡邊先生からは、本務があるため常駐ができず
何かと目が行き届かないことも多くあるのでとの事。

②

平 成22年度に協定が発足したルンド大学工学部（スウェーデン）との DD（ダブルディグ
リー）プログラムについて、派遣と受入れの双方向で実績を積んでマスターコースにおける
部局の国際教育の象徴的なプログラムの一つに育てたい。

③

工学部局の国際教育を推進するための予算獲得に力を注ぎたい。このための予算申請をあら
ゆる機会をとらえて積極的に行いたい。

②の DD（ダブルディグリー）プログラムは今では
広く理解されていると思いますが、協定発足当時は、
部局内でも理解は乏しく、ルンド学生からの問い合わ
せに受入れを拒否された先生もおられました。まし
て世間では会社の就職担当者なども「DD、それ何？」
といった感じであったとプログラムに参加した学生か
ら聞きました。DD は多様な大学教育システムを有す
る EU 内大学の大学間連携（学生および教員のモビリ
ティー向上）を進めるために先駆的に導入されたもの

DDP 協議

オストラバ工科大学にて

で、学生は双方の大学に在籍し両大学での指導教員の指導のもとに双方の大学からの学位取得を目
指します。DD プログラムの円滑な遂行には、学年システムの違い（ルンドは５年一貫教育に対し
九大は４（学部）＋２（修士）の教育）、単位互換制度 European Credit Transfer System（ECTS）、学期制
の違いなどの理解が必要です。また、第１回目の DD 応募学生が期せずして現役時代の私の修士論
文指導学生であったことで、否応無くプログラム遂行上の問題点を認識せざるを得なかった経験が
図らずも役に立つことになりました。とはいえ、格上のルンド大学と DD プログラムを発足させ、
かつ派遣と受入れについて実績を積み上げる事ができたのは、シンポジウムで果敢に DD 協定を申
し込まれた渡邊先生の行動力と、神野健二先生（現名誉教授；地球環境部門）とルンド大学工学
部 Dept. of Water Resources Engineering のロニー教授（および同僚のマグナス教授）との長い交流の歴
史があって、多くのサポートが得られた事が大きかったと思います。ルンドへはプロモーションに
毎年出かけました。特に印象に残っていることの一つに学生たちの英語力があります。EPI（English
Proficiency Index）によると当時スウェーデン学生の英語力は世界第1位（ちなみに日本は韓国の次で
22位）ということは知っていましたが、ある年のプロモーションの際、教室前のロビーで時間待

9

ちをしているとき横のテーブルで数人のスウェーデン
人学生が雑談をしていました。どんな話をしているの
か興味津々だったのですがスウェーデン語でさっぱり
わかりません。このとき、明らかに留学生と分かる一
人が合流した途端、スウェーデン語から皆が流暢な英
語に切り替わり何ら違和感なく雑談が進行しました。
彼らの英語力の高さが強く印象に残り、DD の入学に
必要な英語力にさえなかなか達しない我が九大生のこ
とを考えさせられました。なお、この DD プログラム

九州大学におけるルンド大学プロモーション

の実施と実績は2013年に発足した EU 内大学（ルーヴェン大学、エセックス大学、フローニンゲ
ン大学、ルンド大学など）と国内大学（神戸大学、九州大学、大阪大学、奈良女子大学など）間
の DD プログラムによる学生と教員の交流促進を目的とする国際プロジェクト EU-JAMM（EU-Japan
Advanced Multidisciplinary Master Studies：日・EU 間学際的先端教育プログラム）の取組にも先導的な
事例として寄与する事ができました。
③については概算要求など国際工学教育に関する申請資料や説明資料の作成に山田研究院長、高
松研究院長、国際担当の渡邊副研究院長、久枝副研究院長などの指示と指導のもとであたりました。
とりわけ最初の２年間は渡邊先生に何かとご教示を受けました。前述の EU-JAMM 関連で幹事校で
ある神戸大学での会議やシンポジウムに先生と何度もご一緒しましたが、効果的な図表の作成につ
いてパワーポイントの図面を挟んで議論しながら新幹線で博多に帰り着いた事もありました。予算
措置を伴う教育プログラムの申請書作成は初めての経験で、部局事務の経理係長からは多くのサ
ポートを受けました。あまり部局事務方との付き合いのないまま教員生活を終えていた私にとって
部局の若く優秀な事務職の方との申請書作成を通しての交流は新鮮な経験でした。
支援室では、語学研修を主体とする ELEP や Q PEC
2

など学部学生のための海外研修プログラム、留学生の
ための日本語教育プログラム、教員の英語力向上のた
めのプログラムなど、支援室が主体的に関わって遂行
されている多くのプログラムがありましたが、優秀で
語学にも堪能なスタッフと事務職を定年退職されたス
タッフの事務処理に支えられ、順調な運営がなされた
３年間であったと思います。定年退職後の思いがけな
い寄り道でしたが、室長への勧誘をお受けしたのは、

研修プログラム協議 クイーンズランド大学にて

その２年ほど前、なぜか突然渡邊先生の海外出張にお伴することになり（ルンドでの DD プログラ
ムの最終協議が主たる目的と知らされました）、その道すがら部局の国際化を熱く語っておられた
先生の姿があったからと思います。支援室は現在、国際教育支援センターとして現役教員により構
成される組織に強化されているとのこと、前身の運営に一時期関わった者としてセンターの活躍を
陰ながら祈念申し上げる次第です。
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第１章

国際化教育の強化支援
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工学部学士課程国際コースの現状と課題：10年目を迎えて
田村

美香

第１章

1. はじめに

国際化教育の強化支援

10月に工学部と農学部の2つの学部で英語のみで学士号が取得できる「学士課程国際コース」を

九州大学では、文部科学省「国際化拠点整備事業（グローバル30）」の採択を受け、2010年の
設置した。工学部では、現在「応用化学コース」、「建設都市工学コース」、「電気情報工学コース」
「機械航空工学コース」の4コースを展開しており、毎年アジアを中心に世界各国から約20人の優
秀な留学生を受け入れている。本稿では、10年目を迎える本教育プログラムの現状と今後の課題
についてまとめる。

2. 背景
2-1

九州大学の国際化

九州大学は、特に歴史的、地理的な深い繋がりを背景としてアジア地域を重視し、多くの留学生
を受け入れるとともに、大学間、研究者間において活発に学術交流を行ってきた。平成21年には、
「留学生30万人計画」実施に向けて開始した「国際化拠点整備事業（グローバル30）」に九州大学
が九州地域の唯一の大学として採択され、アジアを中心に8ヶ国・地域（中国・韓国・台湾・ベト
ナム・タイ・インドネシア・エジプト・オーストラリア）を受入重点国として設定し、
「アジア重
視戦略」を展開してきた。５年間で留学生の入口から出口までの一貫した国際化拠点整備を行い、
アジアを代表する世界的研究・教育拠点大学としての機能の強化をした。さらに、平成26年には、
文部科学省「スーパーグローバル大学創成支援事業」において、「世界大学ランキングトップ100
を目指す力のある、世界レベルの教育研究を行う大学」の一つとして採択され、今後10年でさら
なる教育の国際化を進めている。
2-2

工学部学士課程国際コース

九州大学では、グローバル30の採択を受け、平成22年の10月に工学部と農学部の2つの学部
で英語のみで学士号が取得できる「学士課程国際コース」を設置した。当初は、工学部では「応用
化学コース」、
「建設都市工学コース」、「機械工学コース」、「航空宇宙工学コース」の英語で学位を
取得できる4コースを開設した。平成29年10月には、コース編成改変を行い「機械工学コース」
と「航空宇宙工学コース」を「機械航空工学コース」に再編し、新たに「電気情報工学コース」を
設置した。
学士課程国際コースは、日本人学生と同様に九州大学の学士課程教育の基本的な枠組みである
「基幹教育」と「専攻教育」、研究室配属による「卒業研究」の実施により構成される教育を全て英
語で行っている。

3. 工学部学士課程国際コースの現状
3-1

学生生活・キャリア支援体制

学士課程国際コースでは、様々な学内の組織からの協力を得て、毎年高校を卒業して入学して来
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る学生に対しての募集から就職支援、卒業後のフォローアップまで、充実した学生支援体制を有し
ている。まず、
「外国人留学生・研究者サポートセンター」が、ビザ手続き、来日時の空港ピック
アップなどの学生受け入れ対応をワンストップで担当している。また、九州大学では、来日したば
かりで不安が多い留学生がスムーズに新生活を始められるよう「留学生サポーター制度」を設け、
第１章

入学から３ヶ月間、日本人学生や日本語が流暢な留学生が支援を行なっている。「キャンパスライ
フ・健康支援センター」では、英語・中国語ができるカウンセラーが、留学生の心理相談、学習相

国際化教育の強化支援

談を行っている。さらに、「留学生センター（キャリア就職支援）」が就職活動講座やビジネス日本
語講座、外国人留学生のための合同企業説明会 JOB FAIR など、年間を通して様々な就職・キャリア
支援イベントを実施している。
3-2

教育支援制度

教 育 支 援 と し て は、
「コーディネー
ター」、「コース担当」、
「クラス担任」及
び「卒業論文の指導教員」の教員が協力
し、きめ細かく教育指導を行っている
（図1）。まず、「コーディネーター」は、
入学時から生活指導も含めて多角的に学
生の支援を担い、各学生の成績管理・学
生相談・科目調整を行っている。各学科
の「コース担当」は、教育の質を保証す
るためのコース運営全般を管理してい
る。また、各コース１〜２名の「クラス

図 1．学位取得に関する指導体制

担任」は、単位取得状況の確認・進級判
定・修学指導を行っている。3年後期の研究室配属後は、「卒論指導教員」が卒論の指導及び卒業
後の進路の指導をしている。
3-3

言語コミュニケーション科目の充実化

工学部学士課程国際コースでは、平成30年のカリキュラムの改編の結果、低年次に受けること
ができた基幹教育の「アカデミック英語」と専攻教育において初中級の学生が受けることができる
日本語クラスが実施できなくなるという問題が生じ、その問題を解消するために、科目の追加が必
要になった。まず、「アカデミック英語」に関しては、農工学部の国際担当の教員による協力体制
で展開する「テクニカル・コミュニケーション科目群」を設置し、基本のライティングから、科学
プレゼン、科学論文の執筆指導までを行うよう整備・拡充を行った。日本語教育は、入学後の1年
半は留学生センターの専門教員により８レベルに分けられ、能力に応じ、週に２～４コマのペース
で日本語の基礎を学ぶことができるが、さらに、専攻教育においても、農工の学士課程国際コース
を対象とする特色ある３種類３レベルの会話指導を中心とした実践的日本語カリキュラムを新たに
整備した。具体的には、アクティブ日本語Ⅰ・Ⅱ（初中級）、プログレッシブ日本語Ⅰ・Ⅱ（中級
～上級下）を新設した。また、令和３年度には現行のビジネス日本語 A・B・C（上級）を廃止し、
新たにビジネス・コミュニケーション（上級）を開講予定である。それにより、学士課程国際コー
スでは、将来日本での就職を希望する日本語初中級レベルの学生に対して、４年間を通して日本語
を学び続けることができる日本語学習の環境を担保できた。
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3-4

地域コミュニティーとの交流とインターンシップ

九州大学は近隣の糸島市との間に平成28年から「九州大学国際村構想」を推進している。工学
部学士課程国際コースでは、日本語教育の充実化を図ると共に、糸島市役所や糸島市国際交流協会
等の公的機関と連携をし、留学生が高度な英語力や国際性を生かし主体的に貢献する機会を数多
第１章

く設けてきた。これまで実施をした、Explore Itoshima（留学生による糸島市国際観光都市化の支援）
と Itoshima Life（糸島生活ガイド本英語版の制作）の他に、平成29年からはコース学生が５年間で

国際化教育の強化支援

糸島市の全ての小学校を訪問し、自国の文化を英語で教える「異文化体験キャラバン」も展開して
いる。コース学生は地域社会への貢献することを通して、留学生も地域社会や日本文化への理解を
深め、日本での留学生活をより充実した意味のあるものにすることができている。また、国際コー
スでは、3年次に国内外の企業や研究所でのインターンシップへの参加を奨励してきた。その結果、
国内外の企業や研究機関におけるインターンシップ経験者が増えている。
3-5

戦略的プロモーション活動による優秀な受験者の増加

本プログラムは、10年以上の高校生を対象としたプロモーション活動と各国での入試実施の実
績がある。その間蓄積された情報、人脈及び経験を元に戦略的な募集活動を実施してきた。主な募
集活動は、アジア各国の高校訪問、日本留学フェアへの出展、農工連携の Webinar の実施を行って
いる。各国の高校訪問は、学生が帰国する夏季休暇を中心に、8月から11月に東南アジア、東ア
ジアの７カ国を訪問し、九州大学現地オフィスのスタッフ及び在コース生の協力を得て実施をして
きた。主に、理系で優秀な応募者が期待できる東南アジア各国のトップサイエンススクールの他に、
国際バカロレア（IB）
、GCE-A レベル、アドバンスプレイスメント（AP）などを有するインターナショ
ナルスクールへ訪問をしている。日本留学フェアへの出展は、これまで優秀な受験者が多かった都
市で開催のフェアに国際担当の教職員が参加している。このような長年の地道なプロモーション活
動の成果で、最近は、特に学力の高い優秀な受験者が増えている。令和２年度は、新型コロナウイ
ルス感染症の世界的流行により、これまで行ってきた直接の各国の高校への訪問やフェアへの参
加ができなかったが、各高校の進路指導担当の教員や本学現地オフィスのスタッフとの連携を強化
し、農学部の国際コース教員との連携によるウェビナーを様々な国の学校を対象に実施し、複数の
大学が協力して立ち上げた Japan University Consortium（JUC）に加盟し、オンラインでのセミナーや
ミニフェアーへの参加をして、日本の大学留学に興味がある高校生や保護者、カウンセラーへの情
報提供が可能になった。さらに、立命館アジア太平洋大学（APU）との連携により、これまで実施
できていなかった北アフリカ、中東、ヨーロッパ、モンゴル、香港などの学校へのプロモーション
展開を計画・実施が可能になった。

4. 今後の課題
これまでの10年間の戦略的なプロモーション活動、入試方法の改善の成果により、優秀な入学
者が増えており、卒業時の学生 GPA も延べて高いものになっている。毎年学期の途中に実施する学
生面談の結果からは、授業内容に不満の声が少なくなっていることから、この10年間の国際コー
スの教育質向上の取組により、英語による教育において以前よりもティーチングにおいて改善でき
ていることが実感できている。しかしながら、数学や化学、物理で高い基礎学力を持ち、修学への
意識が高い優秀な入学者の増加を受けて、10年目を迎え学士課程国際コースでは、今後の以下の
２つの課題への対応が急務となっている。
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4-1

理系基礎科目の指導内容、難易度の見直し

国際コース設置当初、外国人教員が指導する力学、化学基礎、微積分、線形代数などの理系基礎
科目は不合格になり、何度か再履修をする学生が毎年複数名いる状況だった。しかしながら、ここ
数年そういった学生の数は大きく減少している。サイエンススクールやインターナショナルスクー
第１章

ルからの入学者は、高校時代に大学1年次の教育科目を学んでいる学生が増えている。そういった
優秀な学生の学習ニーズに見合った教育を提供できるよう、理系基礎科目のカリキュラム内容・難

国際化教育の強化支援

易度の見直しの時期となっている。それに合わせて専攻教育で工学部共通科目として展開している
数学・力学科目についても、指導内容の再検討が必要になっている。
4-2

日本人の共修による履修可能な科目の増大化

学士課程国際コースは、少人数の学生に対して英語で全ての科目を指導していることから、提供
できる科目数は日本人の学生と比較した時に少なくなっている。過去の卒業アンケートでは、専攻
教育において選択科目が限定的であることへの不満と日本人学生との共修の機会の希望に関するコ
メントが多かった。その2つの問題は、全てのコースにおいて高年次の専攻教育において、希望者
は日本語で指導され英語の資料が配布される専攻教育科目（J/E）の履修・聴講を促進し、日本人
の学生に対しても英語で指導を受け日本語の資料が配布される専攻教育科目（E/J）を複数設置す
ることで、大きく改善ができるだろう。平成29年新設の電気情報工学コースでは、英語のみで卒
業が可能なカリキュラムと、E/J 及び J/E 科目を既に実装している。

15

「理系国際教育支援センターによる STEM（Science Technology Engineering and
Mathematics）科目の教授法の開発」による第2回工農合同若手教員の海外
教育研修
第１章

カノン・ジェームス

国際化教育の強化支援

The Faculty of Engineering at Kyushu University in cooperation with the Faculty of Agriculture, has been supported
by the two-year New Enhanced Education Program (NEEP) since 2018, and has conducted overseas training for young
teachers at the University of Queensland, Australia. Around 20 faculty from both Engineering and Agriculture have
taken part. Taking place on the St. Lucia campus in 2019, faculty members from the Faculty of Agriculture and Faculty
of Engineering spent 5 days from the 16th to 20th of September at the University of Queensland. Continuing from last
year, the purpose of this training was to help faculty learn how to teach STEM subjects interactively in English, and to
learn about the latest teaching methods such as blended learning using ICT at the University of Queensland.
On the first day of the program, a workshop was held by UQ Mechanical and Mining Engineering faculty and hosted
by the UQ-KU Project (University of Queensland-Kyushu University Research and Education Exchange; coordinator: Prof.
Kazuhiro Nogita). Discussion between university teachers took place.
In the afternoon of each day, interactive lectures in English were conducted with the cooperation of the Institute for
Continuing & TESOL Education (ICTE) and the Institute for Teaching and Learning Innovation (ITaLI). Intensive training
was held.
During this training, two other lecture tours in the morning and a workshop entitled “A Blended Approach to Teaching
and Learning” was held by staff of ITaLI.

On the last day, all participating faculty members conducted a micro-teaching model lecture, utilising what they had
learned in the training, and then a certificate of completion was presented by Dr. Fiona Wiebusch; the senior teacher in
charge of the curriculum. This was followed by a small party to celebrate completion.
Although it was a short five-day training, in a limited amount of time the faculty were able to learn many techniques
for conducting interactive classes in English. According to the questionnaire after returning to Japan, they were very
satisfied with the training content, and many respondents wanted to use what they learned immediately after returning
to class the following semester at KU.
For further information, please visit https://irose.kyushu-u.ac.jp/neep_en
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工学研究院・農学研究院連携「英語による STEM 教育に関する FD」
田村

美香
第１章

九州大学工学部と農学部では、平成30年より「教育の質向上支援プログラム（NEEP）」助成を受

国際化教育の強化支援

け、豪州クイーンズランド大学（以下 UQ）において５日間の若手教員のための海外研修」を実施
してきた。この２年間のプログラムの総括として、令和1年12月17日と18日の２日間、UQ より
複数の教員研修の専門家を招いて「英語による STEM 教育に関する FD」を開催した。

１日目：シンポジウム
１日目（12月17日）は、UQ と九州大学の複数の教員が発表するシンポジウム形式で開催され
た。開催にあたっては UQ-KU プロジェクトの九大側コーディネーターである松村晶教授（工学研究
院

国際担当副研究院長）が開催挨拶をし、続いて同プロジェクトのマネージャーである野北和宏

教授（UQ 機械鉱山学部）が UQ-KU プロジェクトの活動について講演を行い、その後、前半ではオー
ストラリアの高等教育における教授法と学習法、後半では英語でインタラクティブな授業をするた
めの教育手法を両大学の教員が発表した。
前半の「Teaching and Learning in Higher Education in Australia」のセッションでは、UQ の革新的教育を
牽 引 す る ITaLI（Institute for Teaching and Learning Innovation University of Queensland） で Academic Lead and
Project Manager を務め、STEM 科目教育の開発において豊富な経験を持つ Lydia Kavanagh 教授（UQ
理 学 部 Deputy Associate Dean Academic） が、“The UQ Student Strategy: Changing the Way Higher Education is
Imagined and Experienced” というタイトルで、UQ における世界トップレベルの教育を実現するため
の様々な取組を概観した。続いて、UQ の Centre for eLearning Innovations and Partnerships in Science and
Engineering（eLIPSE）において EdTech デザイナーを務めていた Pablo Riveros 氏により、UQ の最先端の
ブレンド型教育を支えるテクノロジーについて、“How Smart Campus Technologies and Blended-Learning
are Transforming Science and Engineering Education” というタイトルで紹介された。

後半の部「Extending the Horizons of English Medium Instruction」では、英語を用いた授業（EMI）の手法
として注目を集める教育手法が本学および UQ の教員よりそれぞれ紹介された。まず、本学工学研
究院において長年の学部生教育の経験を持つ Andrew Robertson 准教授（応用化学部門）が、“Building
Comprehension through Peer Assessment” というタイトルで、同教員が実際授業への導入で実績のある
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「ピアアセスメント」を利用して学生の理解を構築する教授法について発表をした。続いて、UQ 附
属英語教育機関 ICTE（Institute of Continuing & TESOL Education, UQ）のシニア講師である Fiona Wiebusch
氏が、“Helping Learners Access STEM Content in English Using the CLIL Approach” というタイトルで STEM 科目
を英語で指導する際の内容言語統合型学習（CLIL）の有効性に関して発表を行った。セッションの
第１章

最後には、令和１年に UQ での若手教員のための海外研修に参加をした寺西亮准教授（工学研究院
材料工学部門）が “Academics’ training at ICTE, the University of Queensland” というタイトルで、研修の成

国際化教育の強化支援

果報告を行った。初日のプログラムは農学研究院の中尾実樹教授（副研究院長）より閉会の挨拶が
された。STEM 教育に関する FD ではあったが、主催の工学部、農学部の教員の他に、様々な学部か
ら合計51名の教員が参加をし、発表者と参加者の間で活発な質疑応答がなされた。今回の FD 開催
は参加教員にとって、今後の教育に活かせる多くの貴重なアイデアを得る機会となった。
2日目：ワークショップ
FD ２ 日 目 と な る12月18日 の 午 前 の 部「New approaches in STEM education」 で は、“How to flip a
classroom and land on your feet” というタイトルで、UQ で展開される大規模クラスルームにおける
STEM 科目のためのブレンド型学習の最先端の教授法を参加型ワークショップの形式で指導しても
らった。UQ では、豪州連邦教育省の学習教育局（OLT）の助成を受け、理工系に特化した Flipped
Classroom 教育開発プロジェクトを2012年から2017年に展開している。今回ワークショップで
指導を担当した Lydia Kavanagh 教授は、同プロジェクトの主担当教員の一人であった。参加者の教
員にとって、UQ の代表的な教育者から直接指導を受けることができるたいへん貴重な機会となっ
た。
午後の部では、平成30年と令和1年に UQ での教育研修に参加した教員を対象にしたフォロー
アップ研修が実施された。指導担当 Fiona Wiebusch 氏は、世界で今最も注目を集める CLIL（内容言
語統合型学習）の専門家で、参加教員は、研修以降の振りかえりをすると共に、英語でインタラク
ティブな授業をするための新たな知識やスキルを身につけることができた。さらに、今後の授業で
どのように学んだことを生かしていくか、それぞれの教員が改めて目標設定を行うことができた。
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Challenge-Based Active Learning: 効果的アクティブラーニングの実践
（特別セミナー）

第１章

カノン・ジェームス

国際化教育の強化支援

Speaker: Assoc. Prof. James Cannon
Timing: Introduction to challenge-based active learning (30 minutes), viewing a real live class (30 minutes) and then
questions and answers (30 minutes)
The first special NEEP seminar was held on the 3rd of July, 2019. In recent years, “Active Learning (AL)” and “Lectures
with English as a Teaching Language (EMI)”, which are effective teaching methods for improving students' interest
in learning as well as developing general-purpose skills, have been a strong topic of discussion regarding university
education. However, many teachers feel that there are high hurdles in conducting classes in English that encourage
students to learn independently. The aim of this seminar was to provide an opportunity to learn how to set up a
Challenged-Based Active Learning class to address such problems. In addition, there was an opportunity to see a class
in progress first-hand, and ask follow up questions afterwards.
The event proved quite popular with 22 faculty participating, mostly from the school of engineering but also from
agriculture and information science. Faculty at all levels from professors to assistant professors attended.
The seminar was very well received with a good discussion afterwards. A survey following the seminar indicated
that participants were all satisfied or very satisfied with the seminar.

Prof. Cannon answers questions during the Q&A
session during the seminar
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米国短期研修プログラム（ELEP）の企画実施
許斐ナタリー
第２章

１. はじめに

日本人学生の海外留学支援

プの状況に触れてもらう」というコンセプトの下、ELEP（Engineering Leaders English Program）という

工学部・工学府では、2012年度から「日本人学生にシリコンバレーでのアントレプレナーシッ
5週間の短期留学プログラムを行なっている。九州大学カリフォルニアオフィスの支援を受け、英
語を学びながら、起業家精神の実態に触れ、イノベーションが起こる仕組みの理解を目指す、工学
系学生向けの現地滞在型短期プログラムである。以下、2019年度に実施した8回目の ELEP につ
いて紹介する。

２. 期間と参加者
2020年2月15日から3月22日までの約4週間、ELEP を米国カリフォルニア州で実施した。当
初5週間のプログラム実施を計画していたが、現地に入ってから新型コロナウイルスの感染拡大に
より、1週間早めに帰国することになった。参加者は、工学部の学部生25名であった。また、今
年は、Leading Young Researchers English Program（L-YREP）の工学府生4名および東京大学の学部生2名
も参加し、31名でプログラムが実施された。

３. プログラムの内容
学生達は、サンノゼ州立大学（SJSU）
、International Gateways（I-Gateways）での（1）「英語研修」
に加えて、
（2）
「起業家やベンチャーキャピタルの方々の特別講義」、
（3）「シリコンバレーにある
ハイテク企業等へのフィールドトリップ」に参加し、起業家精神を学んだ。最終週にはデザイン思
考のワークショップを予定していたが、新型コロナウイルスの影響により、急遽キャンセルとなり、
当初の予定より1週間早く帰国した。参加学生は、現地家庭でのホームステイおよびサンノゼ州立
大学学生との交流パーティなどを通して、異文化を背景に持つ人々とのコミュニケーションスキル
を身につけた。以下、プログラムの詳細について紹介する。
（1）英語研修
SJSU 附属の英語教育機関である I-Gateways において、週4日、午前中は2クラスに分かれて英語
研修が実施された。午後には SJSU にて日本文化ならびに日本語を学んでいる学生と Face-to-face
International Collaborative Learning（FINCLE）を実施し、SJSU 学生との交流ならびにコミュニケーション
スキルアップを目指した。また第4週目には、最終発表会として2日間、講師・学生全員の前で英
語によるプレゼンテーションを実施し、学生一人一人が英語で8分程度のプレゼンテーションを行
い、I-Gateways で学んだ研修成果を発表した。両日3～4名の優秀者が選出された。
双方向の授業であったことから、学生からも高い評価を得ている。
（2）起業家やベンチャーキャピタルについての特別講義
シリコンバレーで活躍されている方々より、イノベーション・シリコンバレーの歴史や現状、講
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演者の経験について、講義を現地で4回、帰国後オンラインで1回の計5回実施した。講師陣の経
験に基づくアドバイスは、学生達の今後の人生設計に大きな影響を与えた。
（3）シリコンバレーにあるハイテク企業へのフィールドトリップ
第２章

毎週金曜日、シリコンバレーにあるハイテク企業へのフィールドトリップを行い、シリコンバ
レーでどのようにイノベーションが起きているかについて、その仕組みと実態を学んだ。

日本人学生の海外留学支援

【見学先】
Rakuten USA、DNX Ventures、Pegasus Tech Ventures、Intuitive Surgical、LinkedIn、
Honda R&D Innovations

４. おわりに
本研修は、九州大学カリフォルニアオフィス代表の松尾様の多大なるご尽力のお陰で成立したプ
ログラムでもあり、今回もお力添えをいただき、厚く御礼申し上げる次第である。松尾様は、今後
日本に帰国されるとのことで、本研修が両者にとっての最後の年となった。次年度よりは、北米
九大同窓会会長の松坂様にご協力並びにご指導をいただき、充実したプログラムを提供できるよう
に努めてまいる所存である。ELEP に携わってくださった講義担当者、企業関係者、SJSU スタッフ、
九州大学スタッフに重ねて感謝の意を表したい。

SJSU 集合写真

スタートアップ企業見学
PegasusTech Ventures
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豪州短期研修プログラム（Q PEC）の企画実施
2

第２章
日本人学生の海外留学支援

工学研究院

准教授（Q PEC 主担当）
2

安田

和弘

2
本研修プログラムは Q PEC（Queensland-Kyushu University Program for English Communication）の名称で

行っているオーストラリア・クイーンズランド大学（UQ）での短期英語研修プログラムであり、今
年で5年目を迎える。今年度の研修は、2019年8月16日から9月30日まで6週間の日程で、25
名の学生諸君の参加により実施した。参加学生の学年内訳は、1年生（9名）、2年生（9名）、3年
生（7名）であり、大学院入試等で参加が難しい4年生を除くと、参加者はほぼ均一に分散してい
る。参加費用は42万円である。本費用には UQ での講義の受講費、ホームステイ費用、日本から
の交通費、ならびに保険費用などが含まれている。よって含まれていない費用は現地での交通費
と昼食代である。なお、本プログラムは、（独）日本学生支援機構の海外留学支援制度（協定派遣）
プログラムに採択されており、14名の学生が同機構より奨学金を授与された。また、工学研究院
からの奨学金も授与されているので、参加費の3割～半額程度は奨学金のサポートを受けている。
UQ では、学生達は Institute of Continuing & TESOL Education の主催する英語研修プログラムに参加し
た。午前中は能力別に分かれた General English クラス（レベル1～7、レベル7が最も高レベルクラ
ス）にて、多様な国から参加した留学生と一緒に Grammar, Listening, Speaking, Pronunciation などの講
義を受けた。ちなみに九大からの参加学生はレベル4～6のクラスを受講した。午後は九州大学の
学生のみが受けるカリキュラムが組まれ、学生たちは工学系英語やプレゼンテーションスキルの講
義を受講した。また第6週目には UQ 内の工学系研究室を訪問し、材料科学、電子顕微鏡、電気工学、
化学工学などの講義や研究内容の説明を受けた。訪問先では、担当教授の説明に加えて大学院生と
も接する機会があり、九大生にとっては刺激を受ける良い機会となったようである。
参加学生には渡豪前にプレゼンテーション演習の機会を設けた。4～5名のグループに分かれて
日本の文化・習慣、観光、流行っているものなど何でもよいので、10分程度英語で説明する課題
を与えた。プレゼンテーション練習の成果は UQ での第1週に先生方や大学院生の前で披露された
ようである。また、7月には九州大学を訪問した UQ 工学部学生と交流する機会があった。訪問中
は UQ 生と九大生が Buddy を組むようにし、九大での滞在中に綿密な交流が行えるようにした。そ
の後、九大生が UQ を訪問した際には UQ 生から様々なサポートを受けたようである。また、帰国
後に学生たちの報告会を開催した。報告会でも4～5名のグループで UQ での学習、生活、ホーム
ステイなどのテーマに関するプレゼンテーションを行った。
以上の今年度の活動は、UQ-KU Project の活動として UQ の野北和宏先生を始めとする多くの方々の
支援によるものである。この場を借りて賜った支援に感謝の意を表したい。
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以下に、本年度に実施したプログラム項目をまとめ、それぞれの活動シーンを写真で報告します。
① UQ-JPIE 生との交流：令和元年7月1日～12日

於九州大学

② プレゼンテーション事前講義：令和元年7月～8月

於九州大学

③ ICTE-UQ での英語研修：令和元年8月16日発、講義は8月19日～9月20日

第２章

		 担当者：許斐ナタリー准教授、James Cannon 准教授、安田和弘准教授
於 UQ

日本人学生の海外留学支援

		 午前：GE Class: Integrated Communication Skills
		 午後：English for Specific Purposes（ESP）
，Workshops（UQ 工学部学生の指導による体験型演習），
Site Visit（CSIRO を訪問）
④ Engineering Sessions: 令和元年9月23日～27日

於 UQ

		 Materials, Hydrogen, Mining, Microscopy, Chemical Engineering の研究室を訪問
⑤ 報告会：令和元年10月17日

①

於九州大学

②

③

④

⑤

ホームステイ

旅行
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組織的国際連携による工学系グローバルリーダー養成プログラム（ANGEL）の企画実施
許斐ナタリー
第２章

本プログラムは、大学院レベル ELEP を開発するため、
「組織的国際連携による工学系グローバルリーダー
養成プログラム」
（ANGEL「Advanced Program for New Global Engineering Leaders」）を2019年度 JASSO 海外留学

日本人学生の海外留学支援

支援制度（協定派遣）に申請し採択実施したものである。

１. プログラムの目的
本プログラムの目的は、海外の大学に身を置くことで、異文化理解、英語によるディベート能力のスキ
ルを身に付け、将来グローバルな視点に立って人類全体の工学分野を牽引するリーダーとなる人材を育成
することである。それにより、優れた教育・研究環境で海外の優秀な学生と切磋琢磨することで、他国の
産業構造との違いとそれに伴う工学研究・教育のトレンドを知ることができる。さらに、同世代の学生の
工学への視点の違いなどを理解し、研究に対するモチベーションの向上、国際的なネットワークの形成・
構築が可能になる。そのためにも、個人や研究室、部門レベルで行ってきた研究交流を本プログラムが援
助し、部局での組織的な交流の基盤作りを行い、国際交流の持続とさらなる発展をはかり、研究力の強化
と国際化を強く推進していきたい。

２. プログラムの参加者・期間・派遣先
ANGEL は、九州大学工学部・工学府・システム情報科学府の学部4年から博士後期課程までの学生を対象
に行っている。期間は、32日間から6か月間までの比較的長期間である。内容は、海外の教育研究機関に
おいて共同研究活動やインターンシップなどを実施するプログラムである。2019年度は、米国のイリノ
イ大学アーバナシャンペーン校、サンノゼ州立大学、ノースアリゾナ大学、カリフォルニア大学と、英国
のケンブリッジ大学、豪州のクイーンズランド大学の計6つの大学に学生9人をそれぞれ7月～翌年3月の
間に派遣することができた。派遣学生は主に共同研究活動を行った。

３. 所感
相互の大学院生を組織的に派遣し合えるシステムの構築も極めて重要であり、今後 ANGEL 研究留学プロ
グラムの拡大および充実を図るため、海外の関係機関とより具体的な研修内容について交渉を行う必要が
ある。そのため、大学院生のニーズに合わせた新規プログラムの開拓を行っていく。これにより、将来的
には、工学府に限らず、工学系他学府まで拡大し、ダイナミックな研究活動の発展が期待される。最後に、
ANGEL に関わってくださった海外のパートナー機関や九州大学教職員に深く御礼を申し上げる。

ケンブリッジ大学
（イギリス）での共同研究
カリフォルニア大学デービス校（米国）での
共同研究
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機械工学部門イリノイ大学派遣プログラム
河野

正道
第２章

機械工学コースでは2013年度より、学部3年生をイリノイ大学に派遣するプログラムを実施している。
2010年度に「世界トップレベル研究拠点プログラム（WPI）」に採択された本学の「カーボンニュートラ

日本人学生の海外留学支援

」がイリノイ大学アーバナシャンペーン校との協同で運営されている
ル・エネルギー国際研究所（I CNER）
2

ことから、本学学生の国際化および双方の交流促進を図ることを目的に実施されている。
概要は以下の通りである。
派遣先：イリノイ大学アーバナシャンペーン校工学部
派遣期間：2月下旬から3月末までの約1ヶ月（今年度は新型コロナウイルスの影響で予定より1週間早
い帰国となった。
）
宿泊先：大学のゲストハウスに入居する。2人でのルームシェアとなるが、リビングルームに加えて寝
室が2部屋あるため、それなりにプライベートも確保できる環境である。各部屋に台所があり、冷蔵庫・
電子レンジ等の家電製品も揃っており（テレビ・インターネットも完備）、自炊も出来る状況である。
募集人員：5名程度。2013年度から2018年度の6年で35名の学生を派遣。今年度は2名を派遣。
派遣先での活動：機械工学科を中心とした工学部の研究室に滞在し、指導教員・大学院生の指導の下に
研究活動を行う。今年度は、Mechanical Science and Engineering の Nenad Miljkovic 准教授および Materials Science
and Engineering の Nicola H. Perry 助教の研究室が受入研究室であった。英語力の向上も期待されるが、単なる
語学研修ではない。最初にオリエンテーションが行われ、現地に留学している日本人学生が大学の基本的
な情報や生活に必要な情報を提供し、近隣のショッピングセンターなどを案内するなどのサポートがある。
この他にもキャンパスツアーや現地学生との食事会なども企画されており、現地の学生との交流促進も図
れるように配慮されている。週末は基本的に自由であるが、現地で知り合った学生と遊びに行ったり、派
遣学生全員でシカゴに一泊で出かけたり、それぞれがアメリカでの生活を楽しんでいる。
旅費・滞在費のサポート：日本学生支援機構（JASSO）からの奨学金
応募資格：英語によるコミュニケーションができることとしているが、TOEIC 等の必要最低点は設定して
いない。また修学状況が良好であることも要求している。
選考方法：希望者に面接（日本語・英語）を実施している。学生の成績より英語によるコミュニケーショ
ン能力を重視している。
今年度の実施スケジュールは以下の通りである。
7月：学生へのアナウンス。10月上旬：昨年度参加した学生による説明会。10月中旬：応募締切、面
接選考。1月上旬：VISA 申請、2月上旬：在福岡米国領事館で面接。2月24日：現地に向けて出発。当セ
ンターは派遣学生が決定した直後から J1-VISA や奨学金申請をサポートしており、現地にも教員が同行し学
生がスムーズに滞在を開始できるようにサポートしている。

イリノイ大学アーバナシャンペーン校
University of Illinois at Urbana-Champaign

キャタピラー社への見学（2017年度）
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ルンド大学とのダブルディグリープログラムにおけるプロモーション
許斐ナタリー
第２章

１. はじめに

日本人学生の海外留学支援

方の大学院に通算3年間在籍することにより、両大学から修士号を取得することが可能である。二

スウェーデンにあるルンド大学と本学は2010年よりダブルディグリーの協定を結んでいる。双
つの異なる国の大学の修士号を取得するだけでなく、北欧スウェーデン（九州大学学生）あるいは
極東アジア日本（ルンド大学学生）という異なる文化圏で高等教育を受けることで、これからの国
際舞台で活躍できる高度な能力を備えた人材を育成することを目指している。当センターではルン
ド大学と本学のダブルディグリープログラム（DDP）の成功のため様々な支援・広報（PR）活動を
実施している。

２. プロモーション活動の概要
2019年度にルンド大学との DDP のプロモーションのために、当センターのウェブサイトをリ
ニューアルし、DDP をより分かりやすく且つ魅力的に本学およびルンド大学の学生に PR できるよ
うに準備を開始した。
また、2020年2月3日～8日に当センター教職員の許斐と園田がルンド大学を訪問し、現地の
DDP コーディネーターとの打合せ、ダブルディグリープログラムの PR、また、派遣中の本学の学
生2人との面談を行った。ウェブサイトのリニューアルに向けて、派遣学生のインタビュー音声を
撮り、学生の日常生活や大学生活について情報収集を行うことができた。今後留学を希望する学生
への情報提供にもつながり、良いプロモーションを行うことができた。

３. 今後の予定
ルンド大学と本学の DDP への応募者を増加させるため、今後現状について再度詳細に検証を行う
必要がある。それには、制度上の問題の他、制度を利用している学生にアンケートを行い、問題点
の改善を図っていきたいと考えている。また、他大学の先進事例なども参考にし、本学独自の新た
なプロモーション活動の模索も考えていきたい。それにより、参加希望者のニーズと合致し、より
明確な情報を提供することにつながる。最終的には、DDP の目的を幅広く達成するために、今後も
ルンド大学との DDP のプロモーション活動を拡大していきたい。

ルンド大学キャンパス（スウェーデン）
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当センター教職員とルンド大学 DDP
コーディネーター

留学前の事前研修
許斐ナタリー
第２章

九州大学工学部は、短期留学プログラムに参加する全ての学生に対し、「留学前の事前研修」に

日本人学生の海外留学支援

参加することを義務付けている。事前研修は当センターの4名の英語ネイティブ教員が担当して実
施した。事前研修は、4つのテーマに分けて行った。まずは講義で基礎的な学習を行い、その後学
んだ知識を用いて、ワークショップ形式で実践練習を行った。それぞれの教員が工夫をこらしなが
ら授業を行ったことにより、学生たちは生の英語に触れることができ、英会話能力向上およびプレ
ゼンテーションスキル等、幅広い知識の習得につながった。研修の概要は、以下の通りである。

【研修1】Darren Wall 先生による Business Thinking の講義およびワークショップ
留学中に参加予定の工学的起業家技術思考ワークショップに対応した研修である。留学前に、
Business Thinking およびイノベーションについての講義を受け、ワークショップを経験し、実際に学
生が発明したいものを考え、それについて議論し、発表を行った。

【研修2】Andrew Robertson 先生による Presentation の講義およびワークショップ
英語でのプレゼンテーションの基礎および PowerPoint の使い方について講義形式で学び、その後
実際にワークショップにて英語での発表準備、発表を行った。最後に、教員からのフィードバック
を受け、より良い発表方法を学ぶことができた。
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【研修3】James Cannon 先生による Show and Tell の学習および発表
学生が一人ずつ、全員の前で何かひとつの道具を英語で原稿なしで紹介する練習を行った。また、
一定の時間内で話をまとめる練習も行った。その後、質疑応答を通じ、質問する側、受ける側の両
者にとって良い研修になった。
第２章
日本人学生の海外留学支援

【研修4】許斐ナタリー先生による実践英会話レッスン
海外到着後、すぐに必要となる入国管理局での英語や現地でホームステイの際に使用するホスト
ファミリーとの日常会話など、日本との違いも交えながら、ロールプレイ形式で英会話を学んだ。
場面に適したマナーについても学ぶことができた。

【研修5】グループ・プレゼンテーション
3回に分けて実施した英語でのワークショップにおいて、グループ別に発表内容をそれぞれ決め
て、パワーポイントを使用して準備を行い、発表を行った。
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第3章 外国人留学生の短期受入支援
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新コロンボ計画・モビリティプログラム UQ-JPIE
カノン・ジェームス
第３章

【プログラム概要】

外国人留学生の短期受入支援

UQ-JPIE（The University of Queensland Japan Program for Industry Experience）は、九州大学工学部がオー
ストラリアのクイーンズランド大学工学部と提携して平成29年度より開始した短期受入研修プロ
グラムであり、今回が3回目の実施となる。令和元年7月1日（月）～7月12日（金）の2週間、オー
ストラリアのクイーンズランド大学機械鉱山工学部から15名（男性11名、女性4名）の学生を本
学工学部に迎え、「日本の電気自動車製造と関連産業」をテーマに実施した。
本プログラムは、平成27年度に開始した九州大学（KU）とクイーンズランド大学（以下、UQ）
との「UQ-KU Project」の取組の一環として、本学と UQ が連携して企画し、オーストラリア政府がオー
ストラリア人学生の留学やインターンシップへの支援を通じて、インド太平洋地域についての造詣
を深めることを目的として推進している留学施策「NCP（新コロンボ計画）」に採択されたもので
あり、プログラム実施に際しては、本学工学部が国際部／国際戦略課と連携し、オーストラリア総
領事館など学外の団体、企業からも協力支援をいただいた。プログラム初日のオープニングセレモ
ニーでは、特別ゲストとして駐福岡オーストラリア総領事イアン・ブレイジア氏をお招きし、オー
ストラリアと九州経済のつながりについて特別講演を行っていただいた。
プログラム期間中に UQ 生は、本学の研究者による特別講義や施設見学、世界で活躍する複数の
日本企業へのフィールドトリップを通して、日本が世界に誇る産業技術の現状を理解するととも
に、日本の産業発展の歴史や日豪のビジネス習慣の違いについても学ぶことが出来た。また、学生
同士の交流を図るため、本学工学部所属の日本人学生を対象とした短期海外研修プログラム「Q PEC
2

（Qshu-Queensland Program for English Communication）」にて UQ に8月から6週間滞在する本学の学生と
「バディ」を組み、プログラム期間を通じて双方向交流が活発に行われた。

【実施内容】
●講義
世界を代表する研究と日本産業を学ぶため、本学の研究者による特別講義や学内施設を見学し
た。講義内容は、
「World-leading Research（世界を代表する研究）、
「Seminar for Industrial Visit（工場見学
講義）」、「Japanese Industries（日本産業）」、「Business Japanese（ビジネス日本語）」である。
講義①：World-leading Research（世界を代表する研究）
「World-leading Research（世界を代表する研究）」では、エネルギー量子工学部門より松村晶教授、
分子集積化学部門より高原淳教授、カーボンニュートラル・エネルギー国際研究所（I CNER）より
2

Staykov Aleksandar Tsekov 准教授、エネルギー研究教育機構より Stephen Lyth 准教授、最先端有機光エ
レクトロニクス研究センター（OPERA）よりドクター W.J.Potscavage、5人の教員より本学における
最新研究成果についての講義と最先端の学内研究施設を紹介した。
講義②：Seminar for Industrial Visit（工場見学講義）
実際に工場を見学する時により深く知識を得るため、各企業を訪問する前に「工場見学事前講義」
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を行った。機械工学部門の田原健二准教授より「ロボット」について、電気システム工学部門の東
川甲平准教授より「超伝導システム科学」について、海洋システム工学部門の後藤浩二教授より「造
船工業」について、材料工学部門の田中將己教授、土山聡宏教授より「鉄鋼」について、5名の講
師がそれぞれの分野に基づいた工場見学事前講義を行った。
第３章

講義③：Japanese Industries（日本産業）

外国人留学生の短期受入支援

機械工学部門の河野正道教授、工学研究院の Schröeder Martin 准教授より、日本産業の歴史と発展、
日本産業の背景から産業分野全体について幅広く学んだ。フィールドトリップの訪問先であるトヨ
タ自動車株式会社についても講義を行い、学生達は歴史的背景から学ぶことが出来た。
講義④：Business Japanese（ビジネス日本語）
工学研究院の許斐ナタリー准教授より、日本ビジネスマナー講義を行った。UQ 生は日本のビジ
ネスシーンにみられる、名刺の渡し方や、会議における座席の位置、取引先との挨拶の仕方など、
オーストラリアには無い日本独特のビジネスマナーを学んだ。講義後、学生達は工場見学先の企業
ご担当者様と名刺交換を行うなど早速学んだマナーを実践した。
●日本企業の工場見学
世界で活躍する日本企業の見学として9社（株式会社ブリヂストン、日本製鉄株式会社､ トヨタ
自動車九州株式会社、三菱重工船舶海洋株式会社、株式会社安川電機、TOTO 株式会社、株式会社
SUMCO、三菱電機株式会社三菱パワーデバイス製作所、J-POWER 電源開発株式会社）の工場やミュー
ジアムを訪問し、日本の産業技術や産業発展の歴史、ビジネス習慣について学んだ。
●本学学生との交流－九大 Q2PEC 参加学生「バディ」との顔あわせ
本学工学部所属の日本人学生を対象とする短期海外研修プログラム「Q PEC」で UQ に8月から6
2

週間滞在する予定の学生が、滞在中の UQ 生の生活をサポートする「バディ」となり交流した。2
つのプログラム双方で学生同士の研究交換や教育経験を得ることを目的とし、これらの試みは本学
と UQ 両校でのコミュニケーションを図る良い機会となった。
● UQ-KU ワークショップ
プログラム最終日には、UQ 生と本学の学生が意見を交換するワークショップの形式で、UQ 生と
昨年度 Q PEC に参加した学生が、それぞれのプログラムを通して学んだことや課題について、本学
2

学生は代表者5名、UQ 生は3名ずつ5チームに分かれプレゼンテーションを行った。滞在中に学ん
だこと、感じたことなど趣向を凝らした発表を行い、発表後は質問を多く取り上げ、活発に意見交
換を行った。

【今後に向けて】
プログラム実施後のアンケートより、参加学生達は全体的に満足しているという結果となった。
期間中に一番印象に残ったことでは、企業の工場見学に回答が集中した。これは学生が初めて日本
企業の工場見学を行い、各企業のものづくりに対する信念に感銘を受けた結果であると考える。講
義については、水素エネルギーに関する講義に対して「自身の専攻に関係する水素エネルギーにさ
らに興味を持った」と高評価であり学生に関心ある分野であることが分かる。オーストラリアでは、
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水素エネルギーに関心が高まっているため、次回のプログラムテーマを「水素エネルギー」として
実施する予定である。また本学の学生との交流については、ワークショップの評判が良く、学生達
に良い刺激となった。今後はさらに交流活動の機会が増えるようにイベントを企画し、将来的には
UQ 生の日本への留学につなげたい。
第３章
外国人留学生の短期受入支援

UQ 生15名（男性11名、女性4名）
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オープニングセレモニー

第4章 留学生・国際派キャリア教育支援
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アジア人財プログラムの企画運営
河野

正道

第４章

本プログラムは日系企業に就職意志のある意欲・能力の高い外国人留学生に対して産学連携専門

留学生・国際派キャリア教育支援

教育やビジネス日本語教育等を実施し、日本国内はもとよりグローバルな観点から個々人のキャリ
ア構築に結びつくような高度人財の育成を行うことを目的としている。2008年度より、「アジア
人財資金構想」に基づく「AQ プログラム（産業工学コース」）」を実施し、2012年度より国の支
援終了後、自立化プログラムとして再スタートした。2019年度より、プログラムの枠組みを外し
「科目化」を図ることによって、受講希望者がそれぞれのニーズに合わせ、科目選択を行えるよう
な環境を整えた。
対象学府は大学院工学府・システム情報科学府・総合理工学府・統合新領域学府・システム生命
科学府としており、専門教育および日本語教育でプログラムが構成され産業工学コースの授業科目
から10単位以上を取得した者には修了証を授与している。学生は「ビジネス日本語」科目で就活
や入社した後に必要となる日本語力および社会人基礎力を習得でき、就職活動時期（３月～６月予
定）にキャリアカウンセラーによる就職活動のための個別指導を受けることが可能である。
2019年度は登録生数が18名で、所属は工学府6名、システム情報科学府12名であり（博士4
名、修士14名）、国籍は中国17名、台湾1名である。このうち15名が日本企業 / 日系企業の内定
を取得している。また、2019年度は、前年度に博士課程2年次で本プログラムに参加していた学
生1名（韓国）も日本企業への内定を取得している。以上より、2019年度は計16名の学生が、
日本企業 / 日系企業への就職を果たしたことになる。
開講科目の一覧を以下に示す。2018年度までアジア人財プログラムで開講していた科目を継続
している。

科目名

ビジネス日本語教育
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開講学期 曜日・時限 使用言語 単位数

ビジネス日本語 A（口頭表現）
相手や場面に応じた適切な対応や表現を自分で判断し
て使えるようになることを目指す。また、プレゼン
テーションを通して、傾聴力や発信力を身につける。

前期

水・１＆
金・１

日本語

1

ビジネス日本語 B（読み書き）
日本の就職活動事情および日本企業文化の理解につい
て学び、理解を深める。また、メール作成や意見文作
成を通して、自分の伝えたいことを文章で伝える力を
身につける。

前期

金・２

日本語

1

ビジネス日本語 C（日本事情・グループワーク）
社会で起きていることについて、多角的に分析する視
後期
点を養う。自分自身のキャリアについて主体的に考え、
行動するための素地を養う。

金・２

日本語

1

エネルギー・環境・情報工学特論
エネルギー・環境・情報分野の世界情勢や将来展望、
前期
研究開発中のプロジェクトの最新情報等について、企
業専門家（経験者）が講義を行う。

2

−

−

2

日本産業特論
明治から現代にかけての日本における産業の発展、現 後期
代の産業構造や行政と民間企業の関係についても学ぶ。

水・１

英語

2

工学解析・計測特論第一
各種計測手法の原理と特徴について学ぶと同時に学内
の研究施設にて実機を見学することで実験装置に対す
る理解を深める。

前期

火・４

英語

2

工学解析・計測特論第二
熱力学および伝熱工学について学び、熱工学が関連す
る技術に対応できる素地を養う。

後期

火・４

英語

2

IT 応用第一
プログラミング言語について学び、情報社会に対応で
きる素地を養う。

前期

火・３

英語

2

IT 応用第二
数値解析技術について学び、情報社会に対応できる素
地を養う。

後期

木・３

英語

2

企業連携インターンシップ

通年

留学生・国際派キャリア教育支援

日本語

第４章

専門教育・産学連携専門プログラム

水・３

また参考として今年度開講した産学連携講義「エネルギー・環境・情報工学特論」の講義題目を
示す。
講義日

企業名

講義題目

4/10 九州大学 工学研究院
講義の概要説明
東芝インフラシステムズ
ITS (Intelligent Transport System) & its Sensing Technology
4/17
株式会社
4/24
三菱重工業株式会社
化石燃料を用いる高効率発電
（3限）
4/24
三菱重工業株式会社
大型風車用低騒音翼の開発
（4限）
5/ 8 三菱重工業株式会社
船舶における騒音の予測技術と対策について
5/15 株式会社構造計画研究所
知識集約型 技術コンサルティングの実際
三菱重工エンジン＆
レシプロエンジンによるエネルギーソリューション技術
5/22
ターボチャージャ株式会社
6/ 5 ギガフォトン株式会社
最先端短波長光源（DUV/EUV）と半導体製造への応用
6/12 株式会社前川製作所
生活環境を支える冷凍空調技術
6/19
旭化成株式会社
コンピュータを用いた環境と人に優しい素材設計技術
（3限）
6/19 マンエナジーソリューションズ
舶用エンジンにおける環境対策について
（4限） ジャパン株式会社
6/26 三菱電機株式会社
超電導応用機器の開発
7/ 3 トヨタ自動車九州株式会社
トヨタ自動車九州の環境取り組み
7/10 株式会社安川電機
安川電機における環境に配慮したものづくり
7/17 一般社団法人日本電機工業会 電機産業の最新動向
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留学生のための日本語教育
山田

明子

第４章

1. 経緯と教育の概要

留学生・国際派キャリア教育支援

省・文部科学省によるプロジェクトである「アジア人財資金構想」に本学が採択され、
「エネルギー

工学府における就職支援の一環としてのビジネス日本語教育は、2007年に開始した、経済産業
と環境を考えたモノづくり」をキーコンセプトにした「産業工学コース」が設置されたことにより
始まった。「アジア人財資金構想」自体は2012年度で終了したが、その後も本学内で自立化した
形で継続され、ビジネス日本語教育も日本語教育を専門とする教員が担当し、開始当初から現在ま
で続いている。産業工学コースの受講者の大多数は、工学系の修士課程の学生であり、就職後は技
術職として、日本企業で社会人としてのキャリアを開始する。しかし、アジア人財資金構想が開始
された当初、ビジネス日本語教育は主に自国でキャリアを積んで日本の外資系企業や支社へ海外
赴任中のビジネスマンを対象として実施されており、新卒外国人留学生者向けの教育実践・研究に
関する蓄積はほとんどなかった（山田

2014）。そこで、本学の工学系の大学院生を対象とした

ビジネス日本語教育では、何を教育目標とし、どのような授業活動・指導・評価を行っていくべき
かを検討するため、産業工学コースを修了して日本企業に新卒入社した卒業生にインタビュー調査
し、どのような問題を抱え、どのような知識・能力を身に付けているのかを、卒業生自身の語りか
ら明らかにすることを試みた（山田

2014, 2015）。これらの調査結果をカリキュラム・シラバ

ス作成に反映させつつ、授業実践場面での試行錯誤を繰り返し、2019年度には表1のような形で
1年間のカリキュラムを組んでいる。

表1．ビジネス日本語教育の授業概要
講義名

開講 共通の
時期 目標

社会人基礎力に裏打ちされた
コミュニケーション能力を育成する
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前期（４月〜８月）

ビジネス
日本語 B
［Reading &
Writing］

前期（４月〜８月）

ビジネス
日本語 A
［Speaking］

授業概要

個別の目標

授業スケジュール

・場 面会話を教材とし、・場面と相手に応じた表 ○第1～2回：日本の就職活動について
ロールプレイやディス 現を使って会話を進め 知る
自 国の就職活動と比較しながら、日
カッションを通して表 られるようになる。
現の意味や表現の伝わ ・相手の話を聞いて意図 本の就職活動や新卒元留学生社員が
り方について理解を深 を的確に理解すること 抱える問題について考える。
ができるようになる。 ○第3～10回： 場 面 会 話 練 習（ 敬 語，
める。
・プレゼンテーションを ・自 分のアイディアを、 申し出，許可求め，謝罪等）
通して、発信力と傾聴 聞く人に説得性をもっ 場 面に応じた適切な対応や表現につ
て、論理的に伝えられ いて、ロールプレイを通して考える。
力を高める。
○第11～15回：プレゼンテーション
るようになる。
の練習
母 国 と 日 本 文 化 の 比 較・ 時 事 問 題
テーマにして、聞き手を意識したプ
レゼンテーションの練習を行う。
・フォーマルな文章の書 ・日本語のテキストから ○第1～5回：論理的な文章の書き方
必要な情報を読み取る 基 本的な文型を復習しながら、論理
き方の基礎を学ぶ。
的でフォーマルな日本語の文章の書
・日本の就職活動事情お 力を身につける。
よび日本企業文化の理 ・テキストや話し合いな き方を学ぶ。
解について学び、理解 どから得た情報を日本 ○第6回：メール・インターンシップ
語でまとめる力を身に 申込書の書き方
を深める。
実 際に学生が作成したメールや文章
・メール作成や意見文作 つける。
成を通して、自分の伝 ・自分の考えが読み手に を使って、その問題点や評価できる
えたいことを文章で伝 しっかりと伝わるよう ポイントを、全員で分析しながら、
える力を身につける。 な、根拠があり、論理 書き方のポイントを学ぶ。
性のある文章の書き方 ○第7～15回：読解・作文活動
読 み物を通して、日本社会や日本企
を身につける。
・日本社会および日本企 業に関する知識を身につける。また
業文化を理解し、自分 自分の意見を相手に分かりやすく的
なりの視点で分析でき 確に伝えるということを意識した作
文の練習を行う。
るようになる。
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月〜１月）

留学生・国際派キャリア教育支援

社会人基礎力に裏打ちされた
コミュニケーション能力を育成する

後期（

ビジネス
日本語 C
10
［グループ
ワーク・
就活準備］

・実社会で起きているこ ・時事問題などの実社会 ○第1～2回：インターンシップの情報
とについて、多角的に で起きている現象につ 共有
分析する視点を養う。 いて、調査や議論を通 イ ンターンシップ及び就職活動につ
・グループワークを通し して、原因や解決策等 ながる情報共有をポスター発表の形
で行う。
て、総合的なコミュニ を探っていく。
ケーション能力を高め ・社会の問題と自分の知 ○第3～12回：日本の四季・歴史・地
識を関連づけながら、 理／時事問題
る。
・自分自身のキャリアに 社会問題を分析できる 日 本社会や世界で起きていることに
ついて、グループでテーマを選び、
ついて主体的に考え、 ようになる。
行動するための素地を ・他 者 と の 協 働 を 通 し 自分たちの視点で課題や解決策等を
て、課題を達成する力 まとめ、発表する。
養う。
○第13～15回：就職活動の準備
を身につける。
・相手の要求を理解した ES の書き方・面接の練習等を行う。
上で、その要求に適し
た情報を文章としてま
とめる力を身に付ける。

本学におけるビジネス日本語教育は、日本企業への就職を目指す留学生の出口支援という位置づ
けで実施することから、基本的に JLPT の N2以上のレベルを受講要件として課している。また、言
語知識だけでなく、運用力を見るために、授業の初日に「書く・話す力（技能）」および「思考力
（内容面）
」に焦点を置いたレベルチェックテストを実施し、授業についていける基礎力を備えてい
るかどうかを判断し、受講の可否を決めている。また、学習効果を高めるため、学生には「ビジネ
ス日本語 A・B・C」すべての科目を受講することを推奨してきた。
また、授業内容の特徴としては、ただ「言語能力」を伸ばすだけでなく、社会人基礎力を含む「コ
ミュニケーション能力」の育成までも射程に入れていることである。どの科目でも、「職場で使用
されることばや日本社会・文化に関する知識」をそのまま覚えるのではなく、「なぜそのことばや
振る舞い、判断が適切だとされるのか」を考えさせ、議論のテーマとすることにより、メタ的に自
分自身の言語行動を振り返り、次の行動に活かす力の育成を念頭に置いて指導を行っている。本学
におけるビジネス日本語教育は、開始以来、担当教員は下記の3つを共通の指導方針としてきた。
・表現を覚えさせるのではなく、なぜその表現になるのかを考えさせる。
・状況判断のための判断材料として、一般常識、日本文化・社会に関する知識を身につけさせる。
・物事を多角的に見る視点を身につけさせる。
留学生が入社後に遭遇するビジネス場面や職場でのコミュニケーションは、各企業・各部署、ま
た、業務内容によって多様であることが予測される。したがって、上記のように、ビジネス日本語
の授業では、特定の場面における言葉の型を学ぶのではなく、自ら状況を判断し、言葉を使いこな
す力の育成を目指している。入社後に自己成長していける基礎的な素地を涵養することが、社会の
入り口と接続する大学の出口支援としてのビジネス日本語教育の役割であると考える。

2. 2019年度の実施状況
2019年度の授業内容は、表1に示した通りであるが、2019年度は運営面で新たな試みを行っ
た。前年度までは、産業工学コース在籍生に対し、コース独自の就職活動支援体制を設けていたた
め、年度開始の4月の段階で「産業工学コース生」を登録し、基本的にコース在籍者のみにビジネ
ス日本語教育の受講を認めていた。しかし、2019年度に「産業工学コース生」という枠組みが廃
止されたことから、「ビジネス日本語 A・B・C」を工学系の大学院留学生であれば誰でも受けたい
科目だけ選択して受講できるようにした。また、2019年度からは、
「ビジネス日本語 A」のみに
はなるが、工学系の大学院留学生以外に、生物資源環境科学府の大学院生および工学部・農学部の
国際コースに在籍する2年次後期以降の学部留学生が受講できるようにした。2019年度の受講者
の内訳は表2の通りである。
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表2．2019年度ビジネス日本語科目受講者内訳
受講者数

第４章
留学生・国際派キャリア教育支援

所属

国籍

ビジネス日本語Ａ
30名
工学府 9名
（M1：6名，M2：2名，

D3：1名）
システム情報科学府 14名
（M1：12名，M2：1名，

D2：1名）
システム生命科学府 1名
（M1：1名）
数理学府 1名
（M1：1名）
生物資源環境科学府 1名
（M1：1名）
農学部・国際コース 4名
（B2：4名）
中国 24名
台湾 1名
韓国 2名
インドネシア 2名
モンゴル 1名

ビジネス日本語Ｂ
20名
工学府 6名
（M1：5名，D3：1名）
システム情報科学府 13名
（M1：11名，M2：1名，

D2：1名）
数理学府 1名
（M1：1名）

ビジネス日本語Ｃ
25名
工学府 2名
（M1：2名）
システム情報科学府 22名
（M1：19名，M2：2名，

D1：1名）
システム生命科学府 1名
（M1：1名）

中国

中国 23名
台湾 1名
ベトナム 1名

20名

※ B は学士課程、M は修士課程、D は博士課程を指す。

2019年度の受講者数は、受講制限を外したことにより、ビジネス日本語科目が始まって以来、
最多となった。また、学府・学部、大学院生・学部生、国籍を超えて多様な学生が共に学ぶ場になっ
たことにより、議論やグループワークでは意見・視点の多様性も生まれ、授業活動を通して、学生
同士がお互いに刺激を受け合っていた様子が窺えた。

3. 今後に向けて
工学府におけるビジネス日本語教育は、2019年度で11年目になる。その間、ビジネス日本語教
育とはどのような教育なのか、何を目指すのか、本当に学生の役に立っているのだろうか等、教師
として自問しながら、現場で毎学期・毎年カリキュラム・シラバス・授業活動を見直し続けてきた。
しかし、日本企業に勤務する修了生から時々仕事の話を聞くが、日本企業自体も業務体制や業務内
容等、社会の変動に伴って変化してきており、大学内の自分自身の授業実践だけからビジネス日本
語教育を検討し直すのには限界があると感じている。
大学における教育を、企業という組織に入る前の準備段階として捉える場合、大学教員もまた、
企業で何が行われているのか、どのような教育を行っているのか、
「教育体制」としてのつながりを
考えていかなければならない。
「アジア人財資金構想」自体、産業界からのニーズに応え、社会で活
躍できる外国人人材の育成を大学という教育機関に要請するものであった。しかし、大学が目指す
教育と企業が求める教育のビジョンは、必ずしも一致していない。また、
「日本語能力」についても、
企業側がどのような日本語コミュニケーション力を留学生に求めるのか、また一方で、大学におい
てどのような言語教育がなされているのか、共通理解が図られていないのが実情であろう。今後、
大学と企業との連続性を教育に求めるのであれば、双方が「人材育成」について、現場の状況を踏
まえながら共通見解・ビジョンを構築していく場が求められると思われる。本報告は、留学生対象
のビジネス日本語教育に関するものではあるが、大学における「出口支援」
「社会とつながる教育」
を考える上で、教育現場で働く一教員の意見として何かの参考にしていただければ幸いである。
参考文献
・山田明子（2014）「日本企業で働く中国人元留学生が抱える問題意識に関する実態調査」
『東アジア日本語
教育・日本文化研究』第十七輯、東アジア日本語教育・日本文化研究学会、pp. 173-187.
・山田明子（2015）「日本企業に新卒入社した元留学生社員の入社後の能力変化－工学系中国人元留学生を対
象とした実態調査－」，『九州大学留学生センター紀要』第23号，pp. 33-52.
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終わりに
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ニューノーマル時代を駆け抜ける国際教育支援と教育の国際化
陳

強

2020年は工学研究院付属国際教育支援センターの創立10周年に当たります。これを記念すべ
く、センター初となる年度活動報告書を発行することができ、非常に感慨深いものがあります。こ
の場を借りて、これまでに本センターの設立および発展にご尽力くださった歴代工学研究院執行部
の先生方をはじめ、関係各位に対し厚く感謝申し上げます。また、2020年初めに端を発した新型
コロナウイルス（COVID-19）の感染拡大防止への対応など毎日激務をこなされる中、ご執筆下
さった渡邊副学長、久枝研究院長、園田副研究院長、松村副研究院長、そして急なお願いにも関わ
らず執筆の依頼を快く引き受けてくださった吉田元国際交流支援室長、並びにセンター所属教職員
のみなさまに対し心より感謝申し上げます。
過去の１年間を振り返ってみますと激動の１年であったように思います。今上天皇が2019年4
月末にご退位され、その地位と職務をすべて皇太子徳仁親王へお譲りになりました。約30年と4ヵ
月続いた平成時代が幕を下ろし、翌5月1日に令和元年を迎えました。生前に尊号を受ける太上天
皇（上皇）としては、光格天皇以来約200年ぶりのことでした。また、AI や5G をめぐる「米中
覇権争い」も記憶に新しいところです。
本センターは年度計画に基づいて、（１）国際化教育の強化支援、
（２）日本人学生の海外留学支
援、（３）外国人留学生の短期受入支援、（４）留学生・国際派キャリア教育支援などの国際教育支
援を行ってきました。なかでも、すべての授業を英語のみで行う学部国際コースの運営および教育
支援と、ELEP/Q PEC に象徴される工学系部局の学部生と大学院生の短期留学プログラムの運営を最
2

も重要なミッションと位置づけて実施し、大きな成果を上げることができたと思います。特に、大
学院生が海外の教育研究機関において共同研究活動やインターンシップなどに従事するプログラム
ANGEL を新規に開始し、米国のイリノイ大学アーバナシャンペーン校、サンノゼ州立大学、ノース
アリゾナ大学、カリフォルニア大学と、英国のケンブリッジ大学、豪州のクイーンズランド大学に
大学院生を数か月間単位で派遣することができました。しかし、2020年に入ってすぐ新型コロナ
ウイルスが世界的に蔓延したことにより、5週間の予定であった ELEP 短期留学プログラムが約4週
間に短縮され、参加者全員が最終週の ZTO を切り上げて、予定より1週間早い帰国を余儀なくされ
るというこれまでに経験したことのない異常な事態が発生しました。
新型コロナウイルスによる影響が未だに収束を見せない中、国際的な学生交流の停滞、海外留学
の停止やそれに伴うオンライン留学への移行など、コロナ禍で新たに発生した課題が顕在化しつつ
あります。我々はむしろ、このニューノーマルの時代を新たな試練とチャンスと捉えて、社会的
変革を先導する取り組みを進めなければならないと思います。そのために、オンライン仮想留学プ
ラットフォームの構築や海外協定校との国際共修、単位互換、ダブルディグリープログラムの新規
開発・拡充など、ニューノーマル時代に適応した教育の国際化を展開するとともに、国際的な学習
機会の拡充と多様化を目指してセンター所属教職員が一丸となって努力する所存でございます。
今後とも関係の皆様のより一層のご指導、ご支援、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。
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付録１：国際教育支援センター活動・取組実績
教育の質向上支援プログラム（EEP/NEEP）
海外研修参加教員所属別内訳と推移
海外研修参加教員所属別内訳と推移

米国短期研修プログラム（ELEP）
参加学生所属別内訳と推移
参加学生所属別内訳と推移

44

豪州短期研修プログラム（Q PEC）
2

参加学生所属別内訳と推移
参加学生所属別内訳と推移

組織的国際連携による工学系グローバルリーダー養成プログラム（ANGEL）
参加学生所属別内訳
参加学生所属別内訳

45

新コロンボ計画・モビリティプログラム（UQ-JPIE）
参加学生（クイーンズランド大学）所属別内訳と推移
参加学生（クイーンズランド大学）所属別内訳と推移

アジア人財
登録生国籍別内訳と推移
登録生国籍別内訳と推移

46

登録生課程別内訳と推移

〈アジア人財登録生の主な就職先〉
H20/2008：三菱電機（博士）、スタンレー電気（修士）
H21/2009：日立製作所（博士）、トヨタ自動車（博士、修士）
H22/2010：旭化成（修士）、NEXCO 西日本（修士）
H23/2011：任天堂（修士）、スズキ（修士）
H24/2012：建設技術研究所（博士）、東芝（修士）
H25/2013：パイオニア上海（修士）、本田技研工業
H26/2014：日産自動車（修士）、NTT 東日本（修士）
H27/2015：KDDI（修士）
、三菱自動車（修士）
H28/2016：JFE スチール（修士）、NTT データ（修士）
H29/2017：エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社（修士）、株式会社
ニトリ（修士）
H30/2018：日本アイ・ビー・エム株式会社（修士）、富士通株式会社（修士）
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付録２：国際教育支援センター沿革と主な活動
年

度

内
4月

容

工学系国際交流支援室の発足
（渡邊公一郎元副研究院長が初代室長として就任）
Double Degree Program Kyushu-Lund Universities（ルンド大学とのダブルディグリー
プログラム）開始
※6月30日協定締結
第2回伊都キャンパス国際交流会イベント開催
日 時：4月23日 参加者：212名

６月

第1回事務職員を対象とした実践的な英会話教室の開講
支援室スタッフによる英語入門コース、国際教育センター所属教員による中
級コースを週1回開催

9月

教育の質向上支援プログラム（EEP: Enhanced Education Program）による「国際
工学教育環境整備と若手教員の海外派遣」プログラムの実施
期 間：9月13日～9月24日（12日間）
場 所：ハワイ大学マノア校（アメリカ・オアフ）
参加者：工学研究院教職員8名

H22
（2010）

9月ｰ3月 Evening Japanese Lecture for Engineering（工学日本語イブニング講座）開講
日本企業就職を目指す学生を対象とした講座（週3回1セット2コマ）
10月

学士課程国際コース（G30: Global30「国際化拠点令日事業」の一つとし
て国際コースを開設）、工学府修士・博士課程国際コースの開設
第3回伊都キャンパス国際交流会イベント開催
日 時：10月8日 参加者：265名

１月

第1回教員向け FD（Faculty Development: 教育能力の高度化を目指す取組）講
座、Presentations and Publications 開講
工学系教員の英語力向上のため、G30教員ロバートソン・アンドリュー准
教授による講義。全16回、24名参加

4月ｰ1月 Evening Japanese Lecture for Engineering（工学日本語イブニング講座）開講
日本企業就職を目指す学生を対象とした講座（夜間開講および6週間単位の
ラウンド制導入）
6月

第4回伊都キャンパス国際交流会イベント開催
日 時：6月8日 参加者：215名

8月

フランス国パリ国立高等鉱業学校訪問（8月26日）
工学部 / 府に関する部局間学術交流協定の締結および調印式参加
ドイツ国ゲオルグ・アグリコラ大学訪問（8月29日）
工学部 / 府に関する部局間学術交流協定の締結および調印式参加

H23 9月 -2月 第2回事務職員を対象とした実践的な英会話教室を開講
（2011）
㈱インタラックより２名の講師を迎え、
「実践英会話コース」基礎、初級と
中級クラスの３クラスを週１回各クラス計18回開催（1クラス8名参加）
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1月

第2回教員向け FD 講座、Presentations and Publications 開講
工学系教員の英語力向上のため、G30教員ロバートソン・アンドリュー准
教授による講義。全16回、10名参加

3月

EEP による「国際工学教育環境整備と若手教員の海外派遣」プログラム実施
期 間：3月12日～3月23日（12日間）
場 所：ハワイ大学マノア校 参加者：工学研究院教職員7名

11月

第5回伊都キャンパス国際交流会イベント開催
日 時：11月10日 参加者：189名

年

度

内

容

4月ｰ3月 Evening Japanese Lecture for Engineering（工学日本語イブニング講座）開講
11月

第6回伊都キャンパス国際交流会イベント
日 時：11月30日 参加者：153名

2月ｰ3月 第1回 ELEP（Engineering Leaders English Program: 工学系グローバル・オープン
イノベーション人材育成プログラム）実施
H24
期 間：2月23日～3月30日（36日間）
（2012）
場 所：サンノゼ州立大学（アメリカ・カリフォルニア）
参加者：工学部（府）学生20名
3月

EEP による「国際工学教育環境整備と若手教員の海外派遣」プログラム実施
期 間：3月12日～3月21日（10日間）
場 所：ハワイ大学マノア校
参加者：工学研究院教職員8名

4月

工学系国際交流支援室長として吉田明徳特任教授就任

5月ｰ2月 Evening Japanese Lecture for Engineering（工学日本語イブニング講座）開講

H25
（2013）

11月

EEP に よ る「 国 際 工 学 教 育 の 充 実 」 プ ロ グ ラ ム（ELITE: English Language
Instruction for Teaching in English）実施
期 間：11月18日～11月22日（5日間）
場 所：カリフォルニア大学サンタクルーズ校（アメリカ・サンタクルーズ）
参加者：工学研究院教職員11名

3月

第2回 ELEP 実施
期 間：3月1日～3月29日（29日間）
場 所：サンノゼ州立大学
参加者：工学部学生33名

10月

第7回伊都キャンパス国際交流会イベント開催
日 時：10月31日 参加者：161名

4月ｰ2月 Evening Japanese Lecture for Engineering（工学日本語イブニング講座）開講
11月

H26
（2014）

EEP による「国際工学教育の充実」プログラム（ELITE）実施
期 間：11月17日～11月21日（5日間）
場 所：カリフォルニア大学サンタクルーズ校
参加者：工学研究院教職員9名
第8回伊都キャンパス国際交流会イベント開催
日 時：11月5日 参加者：239名

2月ｰ3月 第3回 ELEP 実施
期 間：2月21日～3月29日（37日間）
場 所：サンノゼ州立大学
参加者：工学部（府）学生30名
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年

度

内

容

8月ｰ9月 第1回 Q PEC（Qshu-Queensland Program for English Communication: 学位留学を見据
えた工学グローバル人材育成のための英語教育プログラム）実施
期 間：8月22日～9月27日（37日間）
場 所：クイーンズランド大学（オーストラリア・クイーンズランド）
参加者：工学部（府）学生18名
2

11月

EEP による「工学系国際教育力のレベルアップ」プログラム（ELITE）実施
期 間：11月15日～11月21日（7日間）
場 所：カリフォルニア大学サンタクルーズ校
参加者：工学研究院・システム情報科学府教職員9名

1月

UQ-KU プロジェクト（クイーンズランド大学ｰ九州大学の研究教育交流プロ
ジェクト）開始

2月

工学系国際交流支援室長として陳強教授就任

H27
（2015）

2月ｰ3月 第4回 ELEP 実施
期 間：2月20日～3月26日（36日間）
場 所：サンノゼ州立大学
参加者：工学部学生33名

H28
（2016）

4月

工学系国際交流支援センターへ組織名変更
所属教員：陳強センター長、太田和秀副センター長、カノン・ジェームス副
センター長、ハザリカ・へマンタ教授、ロバートソン・アンドリュー准教
授、東川甲平准教授、田村美香助教

7月

平成28年度 日本・アジア青少年サイエンス交流事業（さくらサイエンスプ
ラン）科学技術体験コース実施
テーマ：QUEST（Kyushu University Engineering Science and Technology）Program
九州大学最先端工学・科学探検プログラム
期 間：7月11日～7月18日（8日間）
参加者：ベトナム、インドネシア、インドの３カ国の進学高校であるハノイ
工科大学附属高校、サンタウルスラ ブミ・スルボン・ダマイ高
校、デリーパブリックスクール バーンガロール南校より高校生
10名と高校教員1名

8月ｰ9月 第2回 Q PEC 実施
期 間：8月27日～10月2日（37日間）
場 所：クイーンズランド大学
参加者：工学部学生30名
2

9月

ボーイング・エクスターンシップ・サマーセミナー参加
日 時：9月9日
場 所：金沢工業大学
参加者：工学部学生4名

11月

EEP による「工学系国際教育力のレベルアップ」プログラム（ELITE）実施
期 間：11月13日～11月18日（6日間）
場 所：カリフォルニア大学サンタクルーズ校
参加者：工学研究院・システム情報科学府教職員10名

2月ｰ3月 第5回 ELEP 実施
期 間：2月18日～3月28日（39日間）
場 所：サンノゼ州立大学
参加者：工学部学生34名
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4月

工学研究院附属国際教育支援センターへ組織名変更
所属教員：陳強センター長、河野正道副センター長、カノン・ジェームス副
センター長、太田和秀教授、ハザリカ・へマンタ教授、ロバートソン・アン
ドリュー准教授、東川甲平准教授、田村美香助教

7月

第 1 回 UQ-JPIE（The University of Queensland-Japanese Program for Industrial
Experience）プログラム実施
期 間：7月3日～7月14日（12日間）
場 所：九州大学
参加者：クイーンズランド大学機械鉱山工学部学生15名

8月ｰ9月 第3回 Q PEC 実施
期 間：8月19日～10月1日（44日間）
場 所：クイーンズランド大学
参加者：工学部（府）学生19名
2

H29
（2017） 8月

平成29年度 日本・アジア青少年サイエンス交流事業（さくらサイエンスプ
ラン）科学技術体験コース実施
テーマ：QUEST Program for Teachers
高校教員のための「九州大学最先端工学・科学探検プログラム」
期 間：8月23日～8月28日（6日間）
参加者：中国、台湾、ベトナム、タイ、マレーシア、フィリピン、インドネ
シアの高校の若手教員10名

9月

ボーイング・エクスターンシップ・サマーセミナー参加
日 時：9月8日 場 所：東京大学 参加者：工学部学生4名

10月

ウォール・ダレン准教授着任

2月ｰ3月 第6回 ELEP 実施
期 間：2月17日～3月25日（37日間）
場 所：サンノゼ州立大学 参加者：工学部学生23名、芸術工学部学生1名
4月

所属教員：陳強センター長、河野正道副センター長、カノン・ジェームス副
センター長、ハザリカ・へマンタ教授、ロバートソン・アンドリュー准教授、
東川甲平准教授、ウォール・ダレン准教授、田村美香助教、山田明子助教

7月

第2回 UQ-JPIE プログラム実施
期 間：7月2日～7月13日（12日間）
場 所：九州大学
参加者：クイーンズランド大学機械鉱山工学部学生20名

8月ｰ9月 第4回 Q PEC 実施
期 間：8月18日～10月1日（45日間）
場 所：クイーンズランド大学
参加者：工学部学生16名、システム情報科学府学生2名
2

9月
H30
（2018）

第6回 UK-JEEL（UK-Japan Engineering Education League）ワークショップ開催
期 間：9月3日～9月5日（2日間）
場 所：九州大学伊都キャンパス、西新プラザ、柳川市
参加者：79名（九州大学、東京工業大学、北海道大学、名古屋大学、大阪
大学、東京大学、東北大学、インペリアル・カレッジ・ロンドン、
ロンドン大学クイーン・メアリー校、クイーンズ大学ベルファスト、
グラスゴー大学）
第1回 NEEP（Next Enhanced Education Program: 教育の質向上支援プログラム、
EEP の後継）海外研修実施
期 間：9月17日～9月21日（5日間）
場 所：クイーンズランド大学
参加者：工学研究院、農学研究院、システム情報科学研究院、総理工学研究
院教員12名

2月ｰ3月 第7回 ELEP 実施
期 間：2月16日～3月24日（37日間）
場 所：サンノゼ州立大学 参加者：工学部学生30名
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容

所属教員：陳強センター長、河野正道副センター長、カノン・ジェームス副
センター長、ハザリカ・へマンタ教授、ロバートソン・アンドリュー准教
授、東川甲平准教授、ウォール・ダレン准教授、田村美香准教授、許斐ナタ
リー准教授、山田明子助教
ANGEL（Advanced program for New Global Engineering Leaders: 組織的国際連携によ
る工学系グローバルリーダー養成プログラム）開始
学生9名を海外へ派遣

4月ｰ5月 中日大学学生友好交流大会参加
期 間：4月29日～5月6日（8日間）
場 所：大連理工大学（中国・大連）
参加者：工学部（府）学生16名
7月

第3回 UQ-JPIE プログラム実施
期 間：7月1日～7月12日（12日間）
場 所：九州大学
参加者：クイーンズランド大学機械鉱山工学部学生15名

8月ｰ9月 第5回 Q PEC 実施
期 間：8月16日～9月29日（45日間）
場 所：クイーンズランド大学
参加者：工学部学生25名
2

H31/
R1
（2019）

9月

第2回 NEEP 海外研修実施
期 間：9月16日～9月20日（5日間）
場 所：クイーンズランド大学
参加者：工学研究院、農学研究院、システム情報科学研究院、総理工学研究
院教員教員12名

12月

工・農学研究院連携「英語による STEM 教育に関する FD」開催
期 間：12月17日・18日（2日間）
場 所：九州大学ウエストゾーン
参加者：12月17日は35名（全学）、12月18日は16名（全学）
NEEP 海外研修フォローアップワークショップ開催
日 時：12月18日
場 所：九州大学ウエストゾーン
参加者：工学研究院、農学研究院、システム情報科学研究院教員12名

1月

研究留学プログラムを活用した新たな留学スキームの構築に向けた情報収
集（ShareQ）および協定締結に関する協議
期 間：1月8日～1月13日（6日間）
場 所：クラクフ工業大学（ポーランド）（工学部との協定締結）
アーヘン工科大学（ドイツ）（全学協定締結）
ダームシュタット工科大学（ドイツ）
（工学部との協定締結について）
参加者：陳センター長、許斐准教授

2月ｰ3月 第8回 ELEP 実施
期 間：2月15日～3月14日（29日間）
場 所：サンノゼ州立大学
参加者：工学部学生25名
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