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留学関係
情報

詳しいことが知りたい場合は？

確実で早いのは？

留学相談窓口はこちら

世界で活躍する
エンジニアを
目指して

　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。

　機械工学コースを卒業し、現在、コロラド大学航空宇宙工学専
攻博士課程に在籍しています。大学院では、宇宙ロボットの意思
決定を行うアルゴリズムに、科学者やエンジニアの意見を柔軟に取
り入れる事で、探査の効率化を図る研究を行っています。
　学部時代には機会に恵まれ、北アリゾナ大学に交換留学、カー
ネギーメロン大学にて研究インターン、そしてイリノイ大学で短期
留学を行うなど、入学当初の自分からは想像もつかないような数多
くの経験を行うことが出来ました。
　「風が吹けば桶屋が儲かる」ではありませんが、自身の考えや
生活を劇的に変えるきっかけが大学生活には潜んでいると思いま
す。留学に関してのみならず、進んで情報を収集し、広い視野を持っ
て学生生活を楽しんで下さい。時には、答えの無い問題に直面し、
悩むこともあるかと思います。 悩みに悩みましょう。積極的に寄り
道をしましょう。得られるモノもその分多いはずです。
　皆さんの大学生活において良い風が吹きますように。

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。

留学に関連する情報をいち早く入手するには、留学メル
マガ（海外留学メールマガジン）を受信するのが便利で
確実です。
登録方法は「Global Gateways」で確認して下さい。

● Q2PEC・ELEP 担当　
国際教育支援センター

● その他留学関係担当　
グローバル学生交流センター
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【九大工学部卒】
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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！

九大工学部生の海外留学者数
のべ155人（2019年度）

43
アメリカ

カナダ

11

8
ネパール

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：サンノゼ州立大学

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！

留学では専攻だけでなく、自分の興味に合った授業を数多く履修するこ
とができ、その後のインターンでは AI の研究開発業務に従事して実践
的スキルを身につけました。これらの技術的レベルの高い国際的な環境
での経験を通じ、国外でも活躍していく自信をつけることができました。

私は学部３年次に交換留学制度を利用しスウェーデン王立工科大学（通
称KTH）という大学に１年間在籍しました。講義には座学以外にもグルー
ププロジェクトが含まれており、プログラミング能力や考える力などが
身につきました。１年を通して日本では体験したことのない経験・学び
がたくさんあり充実した留学生活でした。

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。
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平川 舞
留学先：スウェーデン王立工科大学

機械航空工学科
航空宇宙工学コース

白濱 厚志

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
留学先：ブリストル大学
／パナソニックR&Dセンターシンガポール

電気情報工学科

大場 大輔

Q²PEC
Qshu-Queensland Program for English Communication

USA

Australia 

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
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留学では専攻だけでなく、自分の興味に合った授業を数多く履修するこ
とができ、その後のインターンでは AI の研究開発業務に従事して実践
的スキルを身につけました。これらの技術的レベルの高い国際的な環境
での経験を通じ、国外でも活躍していく自信をつけることができました。
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電気情報工学科
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での経験を通じ、国外でも活躍していく自信をつけることができました。

私は学部３年次に交換留学制度を利用しスウェーデン王立工科大学（通
称KTH）という大学に１年間在籍しました。講義には座学以外にもグルー
ププロジェクトが含まれており、プログラミング能力や考える力などが
身につきました。１年を通して日本では体験したことのない経験・学び
がたくさんあり充実した留学生活でした。

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。

1
モンゴル

13
韓国

ベトナム

2
ミャンマー

1

1
ボツワナ

台湾

2 タイ

77

6
フィリピン

インドネシア

3

マレーシア

1
インドネシア

シンガポール

3

30
オーストラリア

1
ニュージーランド

16
中国

イギリス

5

スウェーデン

1

フィンランド

1

ELEP
Engineering Leaders English Program

ELEP
Engineering Leaders English Program

機械航空工学科
航空宇宙工学コース

平川 舞
留学先：スウェーデン王立工科大学

機械航空工学科
航空宇宙工学コース

白濱 厚志

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
留学先：ブリストル大学
／パナソニックR&Dセンターシンガポール

電気情報工学科

大場 大輔

Q²PEC
Qshu-Queensland Program for English Communication

USA

Australia 

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：クイーンズランド大学

エネルギー科学科

出原 舞衣子

Q²PEC
Qshu-Queensland Program for English Communication

Australia 

Sweden 

SingaporeEngland

留学では専攻だけでなく、自分の興味に合った授業を数多く履修するこ
とができ、その後のインターンでは AI の研究開発業務に従事して実践
的スキルを身につけました。これらの技術的レベルの高い国際的な環境
での経験を通じ、国外でも活躍していく自信をつけることができました。

留学先：ブリストル大学
／パナソニックR&Dセンターシンガポール

電気情報工学科

大場 大輔

SingaporeEngland
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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。

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
学生と留学人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(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、留学相談にも応じてい
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！

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。

グローバルマインド育成のため、工学部日本人学生に年２回海外短期留学プログラムを実施しています。
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
派 遣 先
実施期間
参加費用
４単位付与科目

：20名
：豪国・ブリスベン
クイーンズランド大学
：８～９月（６週間）
：平均26万円（2019年実績）
４単位付与科目

●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

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。

午前中はクイーンズランド大学付属語学学校で英語を体
系的に学習。世界各国から宗教も言語も異なる学生が
集まっています。午後は九大生のために組まれた Work 
Shop や Field Trip に参加します。研究室を訪問する
Engineering Sessionもあります。

●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

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週目には仮想起業プ
ログラムZero To Oneに参加して、企業家精神を育みます。

４週間にわたり、午前中はサンノゼ州立大学付属
語学学校で英語クラスを、午後は日本語を専攻す
る現地学生との交流プログラムなどを受講しま
す。シリコンバレーの企業や名門大学も訪問し、
企業家精神を育みます。

　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。

※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。

※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。

交換留学生向けの主な奨学金
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。 

九州大学では、学部３年生以上を対象に、イアエステ（IAESTE, The International 
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の1番の魅力は、世界中の優秀な学生と交流できる
ことだと思います。私はインターンシップを通して19ヶ国の人
達と出会いました。彼らと仲良くなれたのはもちろん、１人の
日本人としての自覚を持てたこと。そして、外から見た日本を
知ることができたのはかけがえのない財産になりました。

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
工学部の

留学生と仲良くなろう！ 留学生の生活をサポートしよう！

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

HP
Facebook

http://www.isc.kyushu-u.ac.jp/kufsa/japanese.html
https://ja-jp.facebook.com/KUFSA/
kufsainfo@gmail.com問合せ先

SALCで英語力を伸ばそう！ 留学生と一緒に英語で講義を受けよう！

～留学生のサポーター・チューター制度～ ～九州大学 留学生会 KUFSAの紹介～

～学内にいながら語学力の向上が目指せます～ ～工学部国際コースの講義が受けられます～

（６ヶ月～１年）● 交換留学

（６ヶ月～１年）
● 交換留学 ● 海外インターンシップ

交換留学に
チャレンジ
しよう！

IAESTE（イアエステ）海外インターンシップ

e-mail
intlrkoryu@jimu.kyushu-u.ac.jp

イアエステ先輩の声

●工学部機械航空工学科 
機会工学コース
2018 年卒業

若山 頌平さん
コロラド大学 
航空宇宙工学専攻　
博士課程

三枝 健吾

三枝 健吾さん

学位留学

●工学部電気電子情報工学科
2018年卒業
システム情報科学府修士課程

問い合わせ先：国際部留学課

kufsainfo@gmail.com問合せ先

e-mail intlrryugaku@jimu.kyushu-u.ac.jp

海外
インターン
シップ

イアエステ
先輩の声

ノルウェー ベルゲン大学にて

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。

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。

四季折々の異文化を体験！

選べる大学数が多い！

英語力レベル
中級
上級

TOEFL スコアの目安
ITP550　/　iBT 80
ITP600　/　iBT 100

備考
交換留学で最低限求められるレベルです。

求められる英語レベル

トップクラスの大学への留学で求められるレベルです。

交換留学のための奨学金・渡航費援助 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。

TOMODACHI 住友商事奨学金 ８月または９月から１年間（約８～10カ月）
留学する者。 180万円／年（準備金を含む）

公益財団法人 
業務スーパージャパンドリーム財団

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

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」 200万円／年 を一括支給

年間スケジュール
4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

●春学期（4月上旬～6月上旬）

申請時期

語学認定試験
TOEFL iBT 受験

TOEFL　ITP受験（●）

留学フェア
（4月下旬）

●夏学期（6月上旬～8月上旬） ●夏季休業
（8月上旬～9月末）

FS語学研修（夏季）カナダ3～4weeks

アジア太平洋カレッジ
（米2weeks） グローバルPBLプログラム（フィンランド）8days

アジア太平洋カレッジ
（日－台2weeks）

SDGｓ and Innovation in Silicon Valley（米）4weeks

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

●秋学期
（10月上旬～12月上旬）

●冬学期
（12月上旬～2月中旬）

●冬季休業（12月下旬～1月上旬）

●春期休暇（2月上旬～3月末）

アジア太平洋カレッジ
（日韓2weeks）

FS語学研修（春季）カナダ４weeks

AsTW（ASEAN加盟国）2weeks

Entrepreneurship Bootcamp（米国）10days

ドイツ・インターンシップ研修（独）1month

モナシュ大学英語研修（豪）4weeks

CLP-C中国語研修（台）3weeks

● ● ●

●TOEFLスキルアップセミナー

Q2PEC 説明会・申請

Q²PEC
Qshu-Queensland Program for English Communication

ELEP
Engineering Leaders English Program

ELEP 説明会・申請

イアエステ海外インターンシップ 申請

工学部独自 の短期海外留学プログラム（５～６週間）

ELEP
Engineering Leaders English ProgramQ²PEC

Qshu-Queensland Program for English Communication

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。   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。

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。

世界トップレベルの
学生と出会える！

交換留学は九州大学が留
学先の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。

大学がしっかりサポート！
手続きも安心！

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。

留学先の授業料徴収なし！
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。

異文化を体験！

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。

選べる大学数が多い！

交換留学 ７つ のいいね！

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。

返済不要の
奨学金制度あり！

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。

日本の良さを再確認！

学内マップ学内マップ

オーストラリア

ブリスベンの街並み 工学Workshop 研究室訪問

九大を訪れたUQ 生と懇親 UQ 生との山笠見物 Q2PEC オンライン講義Q2PEC オンライン講義

UQ 生とピクニックUQ 生とピクニック ゴールデンゲートブリッジ
サンフランシスコ

ゴールデンゲートブリッジ
サンフランシスコ

午前中の英語クラス プレゼンテーション

Google 社訪問 スタンフォード大学にて ヨセミテ国立公園

企業Workshop

アメリカ

Q²PEC
Qshu-Queensland Program for English Communication

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

ELEP
Engineering Leaders English Program

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！

サンノゼ州立大学

Q2PECの
詳しい情報は ELEPの

詳しい情報は

2020年度はコロナの影響により 2020年度はコロナの影響により 
「Q2PEC」と「ELEP 」は「Q2PEC」と「ELEP 」は
 オンラインで 実施しました オンラインで 実施しました

Q2PECオンライン
8月24日（月）～9月25日（金）5週間
午前（月～金9:00～11:15）
世界各国の学生と英語オンライ講義
午後（不定期）
工学系特別講義やUQ Student Activity
参加（料理、会話クラブ、合唱など）

今年度の学生海外短期派遣プログラム

Q2PECオンライン:8月24日（月）～9月25日（金）5週間
午前（月～金9:00～11:15）世界各国の学生と英語オンライ講義
午後（不定期）工学系特別講義やUQ Student Activity参加
（料理、会話クラブ、合唱など）

今年度の学生海外短期派遣プログラム

「来年もこのプログラムはあってもいいの
かなと感じた。両方（現地とオンライン）
開催すれば多くの人が経験できる。」

「online だったので、ホームステイをしたときの
ように毎日、一日中英語の生活というわけではな
かったが、夏の間日々英語に触れることができた
ことは大変良かったと思う。」

8月24日（月）～9月25日（金）5週間
午前（月～金9:00～11:15）
世界各国の学生と英語オンライ講義
午後（不定期）
工学系特別講義やUQ Student Activity
参加（料理、会話クラブ、合唱など）

Q2PECオンライン

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

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

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

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

第１回学内申請
大学間交換留学

第２回学内申請
大学間交換留学

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

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

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

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

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

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
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

join us!
Bonjour

你好

「英語で話す機会は今まであんまりなくて本
格的に話すのは初めてでした。最初話すのは
全くできなかったけど、雰囲気も良くて下手で
も練習できたのでとても良かったです。」

Q²PEC オンライン
～参加者の声～

「夏休み特に用事がなくて午前中にしっ
かり起きるという習慣ができコロナ禍で
ありながら充実した生活を送ることがで
きました。ありがとうございました。」

「実質参加費：各１万円程度」

オンラインQ2PECとELEPの
「実質参加費：各１万円程度」
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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。

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
学生と留学人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(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、留学相談にも応じてい
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！

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。

グローバルマインド育成のため、工学部日本人学生に年２回海外短期留学プログラムを実施しています。
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
派 遣 先
実施期間
参加費用
４単位付与科目

：20名
：豪国・ブリスベン
クイーンズランド大学
：８～９月（６週間）
：平均26万円（2019年実績）
４単位付与科目

●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

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。

午前中はクイーンズランド大学付属語学学校で英語を体
系的に学習。世界各国から宗教も言語も異なる学生が
集まっています。午後は九大生のために組まれた Work 
Shop や Field Trip に参加します。研究室を訪問する
Engineering Sessionもあります。

●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

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週目には仮想起業プ
ログラムZero To Oneに参加して、企業家精神を育みます。

４週間にわたり、午前中はサンノゼ州立大学付属
語学学校で英語クラスを、午後は日本語を専攻す
る現地学生との交流プログラムなどを受講しま
す。シリコンバレーの企業や名門大学も訪問し、
企業家精神を育みます。

　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。

※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。

※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。

交換留学生向けの主な奨学金
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。 

九州大学では、学部３年生以上を対象に、イアエステ（IAESTE, The International 
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の1番の魅力は、世界中の優秀な学生と交流できる
ことだと思います。私はインターンシップを通して19ヶ国の人
達と出会いました。彼らと仲良くなれたのはもちろん、１人の
日本人としての自覚を持てたこと。そして、外から見た日本を
知ることができたのはかけがえのない財産になりました。

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
工学部の

留学生と仲良くなろう！ 留学生の生活をサポートしよう！

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

HP
Facebook

http://www.isc.kyushu-u.ac.jp/kufsa/japanese.html
https://ja-jp.facebook.com/KUFSA/
kufsainfo@gmail.com問合せ先

SALCで英語力を伸ばそう！ 留学生と一緒に英語で講義を受けよう！

～留学生のサポーター・チューター制度～ ～九州大学 留学生会 KUFSAの紹介～

～学内にいながら語学力の向上が目指せます～ ～工学部国際コースの講義が受けられます～

（６ヶ月～１年）● 交換留学

（６ヶ月～１年）
● 交換留学 ● 海外インターンシップ

交換留学に
チャレンジ
しよう！

IAESTE（イアエステ）海外インターンシップ

e-mail
intlrkoryu@jimu.kyushu-u.ac.jp

イアエステ先輩の声

●工学部機械航空工学科 
機会工学コース
2018 年卒業

若山 頌平さん
コロラド大学 
航空宇宙工学専攻　
博士課程

三枝 健吾

三枝 健吾さん

学位留学

●工学部電気電子情報工学科
2018年卒業
システム情報科学府修士課程

問い合わせ先：国際部留学課

kufsainfo@gmail.com問合せ先

e-mail intlrryugaku@jimu.kyushu-u.ac.jp

海外
インターン
シップ

イアエステ
先輩の声

ノルウェー ベルゲン大学にて

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。

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。

四季折々の異文化を体験！

選べる大学数が多い！

英語力レベル
中級
上級

TOEFL スコアの目安
ITP550　/　iBT 80
ITP600　/　iBT 100

備考
交換留学で最低限求められるレベルです。

求められる英語レベル

トップクラスの大学への留学で求められるレベルです。

交換留学のための奨学金・渡航費援助 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。

TOMODACHI 住友商事奨学金 ８月または９月から１年間（約８～10カ月）
留学する者。 180万円／年（準備金を含む）

公益財団法人 
業務スーパージャパンドリーム財団

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

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」 200万円／年 を一括支給

年間スケジュール
4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

●春学期（4月上旬～6月上旬）

申請時期

語学認定試験
TOEFL iBT 受験

TOEFL　ITP受験（●）

留学フェア
（4月下旬）

●夏学期（6月上旬～8月上旬） ●夏季休業
（8月上旬～9月末）

FS語学研修（夏季）カナダ3～4weeks

アジア太平洋カレッジ
（米2weeks） グローバルPBLプログラム（フィンランド）8days

アジア太平洋カレッジ
（日－台2weeks）

SDGｓ and Innovation in Silicon Valley（米）4weeks

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

●秋学期
（10月上旬～12月上旬）

●冬学期
（12月上旬～2月中旬）

●冬季休業（12月下旬～1月上旬）

●春期休暇（2月上旬～3月末）

アジア太平洋カレッジ
（日韓2weeks）

FS語学研修（春季）カナダ４weeks

AsTW（ASEAN加盟国）2weeks

Entrepreneurship Bootcamp（米国）10days

ドイツ・インターンシップ研修（独）1month

モナシュ大学英語研修（豪）4weeks

CLP-C中国語研修（台）3weeks

● ● ●

●TOEFLスキルアップセミナー

Q2PEC 説明会・申請

Q²PEC
Qshu-Queensland Program for English Communication

ELEP
Engineering Leaders English Program

ELEP 説明会・申請

イアエステ海外インターンシップ 申請

工学部独自 の短期海外留学プログラム（５～６週間）

ELEP
Engineering Leaders English ProgramQ²PEC

Qshu-Queensland Program for English Communication

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。   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。

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。

世界トップレベルの
学生と出会える！

交換留学は九州大学が留
学先の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。

大学がしっかりサポート！
手続きも安心！

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。

留学先の授業料徴収なし！
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。

異文化を体験！

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。

選べる大学数が多い！

交換留学 ７つ のいいね！

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。

返済不要の
奨学金制度あり！

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。

日本の良さを再確認！

学内マップ学内マップ

オーストラリア

ブリスベンの街並み 工学Workshop 研究室訪問

九大を訪れたUQ 生と懇親 UQ 生との山笠見物 Q2PEC オンライン講義Q2PEC オンライン講義

UQ 生とピクニックUQ 生とピクニック ゴールデンゲートブリッジ
サンフランシスコ

ゴールデンゲートブリッジ
サンフランシスコ

午前中の英語クラス プレゼンテーション

Google 社訪問 スタンフォード大学にて ヨセミテ国立公園

企業Workshop

アメリカ

Q²PEC
Qshu-Queensland Program for English Communication

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

ELEP
Engineering Leaders English Program

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！

サンノゼ州立大学

Q2PECの
詳しい情報は ELEPの

詳しい情報は

2020年度はコロナの影響により 2020年度はコロナの影響により 
「Q2PEC」と「ELEP 」は「Q2PEC」と「ELEP 」は
 オンラインで 実施しました オンラインで 実施しました

Q2PECオンライン
8月24日（月）～9月25日（金）5週間
午前（月～金9:00～11:15）
世界各国の学生と英語オンライ講義
午後（不定期）
工学系特別講義やUQ Student Activity
参加（料理、会話クラブ、合唱など）

今年度の学生海外短期派遣プログラム

Q2PECオンライン:8月24日（月）～9月25日（金）5週間
午前（月～金9:00～11:15）世界各国の学生と英語オンライ講義
午後（不定期）工学系特別講義やUQ Student Activity参加
（料理、会話クラブ、合唱など）

今年度の学生海外短期派遣プログラム

「来年もこのプログラムはあってもいいの
かなと感じた。両方（現地とオンライン）
開催すれば多くの人が経験できる。」

「online だったので、ホームステイをしたときの
ように毎日、一日中英語の生活というわけではな
かったが、夏の間日々英語に触れることができた
ことは大変良かったと思う。」

8月24日（月）～9月25日（金）5週間
午前（月～金9:00～11:15）
世界各国の学生と英語オンライ講義
午後（不定期）
工学系特別講義やUQ Student Activity
参加（料理、会話クラブ、合唱など）

Q2PECオンライン

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

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

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

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

第１回学内申請
大学間交換留学

第２回学内申請
大学間交換留学

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

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

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

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

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

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
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

join us!
Bonjour

你好

「英語で話す機会は今まであんまりなくて本
格的に話すのは初めてでした。最初話すのは
全くできなかったけど、雰囲気も良くて下手で
も練習できたのでとても良かったです。」

Q²PEC オンライン
～参加者の声～

「夏休み特に用事がなくて午前中にしっ
かり起きるという習慣ができコロナ禍で
ありながら充実した生活を送ることがで
きました。ありがとうございました。」

「実質参加費：各１万円程度」

オンラインQ2PECとELEPの
「実質参加費：各１万円程度」
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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。

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
学生と留学人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(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、留学相談にも応じてい
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！

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。

グローバルマインド育成のため、工学部日本人学生に年２回海外短期留学プログラムを実施しています。
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
派 遣 先
実施期間
参加費用
４単位付与科目

：20名
：豪国・ブリスベン
クイーンズランド大学
：８～９月（６週間）
：平均26万円（2019年実績）
４単位付与科目

●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

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。

午前中はクイーンズランド大学付属語学学校で英語を体
系的に学習。世界各国から宗教も言語も異なる学生が
集まっています。午後は九大生のために組まれた Work 
Shop や Field Trip に参加します。研究室を訪問する
Engineering Sessionもあります。

●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

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週目には仮想起業プ
ログラムZero To Oneに参加して、企業家精神を育みます。

４週間にわたり、午前中はサンノゼ州立大学付属
語学学校で英語クラスを、午後は日本語を専攻す
る現地学生との交流プログラムなどを受講しま
す。シリコンバレーの企業や名門大学も訪問し、
企業家精神を育みます。

　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。

※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。

※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。

交換留学生向けの主な奨学金
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。 

九州大学では、学部３年生以上を対象に、イアエステ（IAESTE, The International 
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の1番の魅力は、世界中の優秀な学生と交流できる
ことだと思います。私はインターンシップを通して19ヶ国の人
達と出会いました。彼らと仲良くなれたのはもちろん、１人の
日本人としての自覚を持てたこと。そして、外から見た日本を
知ることができたのはかけがえのない財産になりました。

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
工学部の

留学生と仲良くなろう！ 留学生の生活をサポートしよう！

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

HP
Facebook

http://www.isc.kyushu-u.ac.jp/kufsa/japanese.html
https://ja-jp.facebook.com/KUFSA/
kufsainfo@gmail.com問合せ先

SALCで英語力を伸ばそう！ 留学生と一緒に英語で講義を受けよう！

～留学生のサポーター・チューター制度～ ～九州大学 留学生会 KUFSAの紹介～

～学内にいながら語学力の向上が目指せます～ ～工学部国際コースの講義が受けられます～

（６ヶ月～１年）● 交換留学

（６ヶ月～１年）
● 交換留学 ● 海外インターンシップ

交換留学に
チャレンジ
しよう！

IAESTE（イアエステ）海外インターンシップ

e-mail
intlrkoryu@jimu.kyushu-u.ac.jp

イアエステ先輩の声

●工学部機械航空工学科 
機会工学コース
2018 年卒業

若山 頌平さん
コロラド大学 
航空宇宙工学専攻　
博士課程

三枝 健吾

三枝 健吾さん

学位留学

●工学部電気電子情報工学科
2018年卒業
システム情報科学府修士課程

問い合わせ先：国際部留学課

kufsainfo@gmail.com問合せ先

e-mail intlrryugaku@jimu.kyushu-u.ac.jp

海外
インターン
シップ

イアエステ
先輩の声

ノルウェー ベルゲン大学にて

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。

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。

四季折々の異文化を体験！

選べる大学数が多い！

英語力レベル
中級
上級

TOEFL スコアの目安
ITP550　/　iBT 80
ITP600　/　iBT 100

備考
交換留学で最低限求められるレベルです。

求められる英語レベル

トップクラスの大学への留学で求められるレベルです。

交換留学のための奨学金・渡航費援助 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。

TOMODACHI 住友商事奨学金 ８月または９月から１年間（約８～10カ月）
留学する者。 180万円／年（準備金を含む）

公益財団法人 
業務スーパージャパンドリーム財団

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

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」 200万円／年 を一括支給

年間スケジュール
4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

●春学期（4月上旬～6月上旬）

申請時期

語学認定試験
TOEFL iBT 受験

TOEFL　ITP受験（●）

留学フェア
（4月下旬）

●夏学期（6月上旬～8月上旬） ●夏季休業
（8月上旬～9月末）

FS語学研修（夏季）カナダ3～4weeks

アジア太平洋カレッジ
（米2weeks） グローバルPBLプログラム（フィンランド）8days

アジア太平洋カレッジ
（日－台2weeks）

SDGｓ and Innovation in Silicon Valley（米）4weeks

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

●秋学期
（10月上旬～12月上旬）

●冬学期
（12月上旬～2月中旬）

●冬季休業（12月下旬～1月上旬）

●春期休暇（2月上旬～3月末）

アジア太平洋カレッジ
（日韓2weeks）

FS語学研修（春季）カナダ４weeks

AsTW（ASEAN加盟国）2weeks

Entrepreneurship Bootcamp（米国）10days

ドイツ・インターンシップ研修（独）1month

モナシュ大学英語研修（豪）4weeks

CLP-C中国語研修（台）3weeks

● ● ●

●TOEFLスキルアップセミナー

Q2PEC 説明会・申請

Q²PEC
Qshu-Queensland Program for English Communication

ELEP
Engineering Leaders English Program

ELEP 説明会・申請

イアエステ海外インターンシップ 申請

工学部独自 の短期海外留学プログラム（５～６週間）

ELEP
Engineering Leaders English ProgramQ²PEC

Qshu-Queensland Program for English Communication

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。   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。

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。

世界トップレベルの
学生と出会える！

交換留学は九州大学が留
学先の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。

大学がしっかりサポート！
手続きも安心！

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。

留学先の授業料徴収なし！
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。

異文化を体験！

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。

選べる大学数が多い！

交換留学 ７つ のいいね！

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。

返済不要の
奨学金制度あり！

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。

日本の良さを再確認！

学内マップ学内マップ

オーストラリア

ブリスベンの街並み 工学Workshop 研究室訪問

九大を訪れたUQ 生と懇親 UQ 生との山笠見物 Q2PEC オンライン講義Q2PEC オンライン講義

UQ 生とピクニックUQ 生とピクニック ゴールデンゲートブリッジ
サンフランシスコ

ゴールデンゲートブリッジ
サンフランシスコ

午前中の英語クラス プレゼンテーション

Google 社訪問 スタンフォード大学にて ヨセミテ国立公園

企業Workshop

アメリカ

Q²PEC
Qshu-Queensland Program for English Communication

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

ELEP
Engineering Leaders English Program

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！

サンノゼ州立大学

Q2PECの
詳しい情報は ELEPの

詳しい情報は

2020年度はコロナの影響により 2020年度はコロナの影響により 
「Q2PEC」と「ELEP 」は「Q2PEC」と「ELEP 」は
 オンラインで 実施しました オンラインで 実施しました

Q2PECオンライン
8月24日（月）～9月25日（金）5週間
午前（月～金9:00～11:15）
世界各国の学生と英語オンライ講義
午後（不定期）
工学系特別講義やUQ Student Activity
参加（料理、会話クラブ、合唱など）

今年度の学生海外短期派遣プログラム

Q2PECオンライン:8月24日（月）～9月25日（金）5週間
午前（月～金9:00～11:15）世界各国の学生と英語オンライ講義
午後（不定期）工学系特別講義やUQ Student Activity参加
（料理、会話クラブ、合唱など）

今年度の学生海外短期派遣プログラム

「来年もこのプログラムはあってもいいの
かなと感じた。両方（現地とオンライン）
開催すれば多くの人が経験できる。」

「online だったので、ホームステイをしたときの
ように毎日、一日中英語の生活というわけではな
かったが、夏の間日々英語に触れることができた
ことは大変良かったと思う。」

8月24日（月）～9月25日（金）5週間
午前（月～金9:00～11:15）
世界各国の学生と英語オンライ講義
午後（不定期）
工学系特別講義やUQ Student Activity
参加（料理、会話クラブ、合唱など）

Q2PECオンライン

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

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

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

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

第１回学内申請
大学間交換留学

第２回学内申請
大学間交換留学

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

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

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

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

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

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
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

join us!
Bonjour

你好

「英語で話す機会は今まであんまりなくて本
格的に話すのは初めてでした。最初話すのは
全くできなかったけど、雰囲気も良くて下手で
も練習できたのでとても良かったです。」

Q²PEC オンライン
～参加者の声～

「夏休み特に用事がなくて午前中にしっ
かり起きるという習慣ができコロナ禍で
ありながら充実した生活を送ることがで
きました。ありがとうございました。」

「実質参加費：各１万円程度」

オンラインQ2PECとELEPの
「実質参加費：各１万円程度」
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九大工学部

学内マップ
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
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パース

ケアンズ

エアーズロック
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ゴールドコースト

シドニー
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タスマニア

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。

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
学生と留学人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(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、留学相談にも応じてい
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！

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。

グローバルマインド育成のため、工学部日本人学生に年２回海外短期留学プログラムを実施しています。
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
派 遣 先
実施期間
参加費用
４単位付与科目

：20名
：豪国・ブリスベン
クイーンズランド大学
：８～９月（６週間）
：平均26万円（2019年実績）
４単位付与科目

●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

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。

午前中はクイーンズランド大学付属語学学校で英語を体
系的に学習。世界各国から宗教も言語も異なる学生が
集まっています。午後は九大生のために組まれた Work 
Shop や Field Trip に参加します。研究室を訪問する
Engineering Sessionもあります。

●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

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週目には仮想起業プ
ログラムZero To Oneに参加して、企業家精神を育みます。

４週間にわたり、午前中はサンノゼ州立大学付属
語学学校で英語クラスを、午後は日本語を専攻す
る現地学生との交流プログラムなどを受講しま
す。シリコンバレーの企業や名門大学も訪問し、
企業家精神を育みます。

　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。

※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。

※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。

交換留学生向けの主な奨学金
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。 

九州大学では、学部３年生以上を対象に、イアエステ（IAESTE, The International 
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の1番の魅力は、世界中の優秀な学生と交流できる
ことだと思います。私はインターンシップを通して19ヶ国の人
達と出会いました。彼らと仲良くなれたのはもちろん、１人の
日本人としての自覚を持てたこと。そして、外から見た日本を
知ることができたのはかけがえのない財産になりました。

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
工学部の

留学生と仲良くなろう！ 留学生の生活をサポートしよう！

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

HP
Facebook

http://www.isc.kyushu-u.ac.jp/kufsa/japanese.html
https://ja-jp.facebook.com/KUFSA/
kufsainfo@gmail.com問合せ先

SALCで英語力を伸ばそう！ 留学生と一緒に英語で講義を受けよう！

～留学生のサポーター・チューター制度～ ～九州大学 留学生会 KUFSAの紹介～

～学内にいながら語学力の向上が目指せます～ ～工学部国際コースの講義が受けられます～

（６ヶ月～１年）● 交換留学

（６ヶ月～１年）
● 交換留学 ● 海外インターンシップ

交換留学に
チャレンジ
しよう！

IAESTE（イアエステ）海外インターンシップ

e-mail
intlrkoryu@jimu.kyushu-u.ac.jp

イアエステ先輩の声

●工学部機械航空工学科 
機会工学コース
2018 年卒業

若山 頌平さん
コロラド大学 
航空宇宙工学専攻　
博士課程

三枝 健吾

三枝 健吾さん

学位留学

●工学部電気電子情報工学科
2018年卒業
システム情報科学府修士課程

問い合わせ先：国際部留学課

kufsainfo@gmail.com問合せ先

e-mail intlrryugaku@jimu.kyushu-u.ac.jp

海外
インターン
シップ

イアエステ
先輩の声

ノルウェー ベルゲン大学にて

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。

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。

四季折々の異文化を体験！

選べる大学数が多い！

英語力レベル
中級
上級

TOEFL スコアの目安
ITP550　/　iBT 80
ITP600　/　iBT 100

備考
交換留学で最低限求められるレベルです。

求められる英語レベル

トップクラスの大学への留学で求められるレベルです。

交換留学のための奨学金・渡航費援助 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。

TOMODACHI 住友商事奨学金 ８月または９月から１年間（約８～10カ月）
留学する者。 180万円／年（準備金を含む）

公益財団法人 
業務スーパージャパンドリーム財団

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

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」 200万円／年 を一括支給

年間スケジュール
4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

●春学期（4月上旬～6月上旬）

申請時期

語学認定試験
TOEFL iBT 受験

TOEFL　ITP受験（●）

留学フェア
（4月下旬）

●夏学期（6月上旬～8月上旬） ●夏季休業
（8月上旬～9月末）

FS語学研修（夏季）カナダ3～4weeks

アジア太平洋カレッジ
（米2weeks） グローバルPBLプログラム（フィンランド）8days

アジア太平洋カレッジ
（日－台2weeks）

SDGｓ and Innovation in Silicon Valley（米）4weeks

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

●秋学期
（10月上旬～12月上旬）

●冬学期
（12月上旬～2月中旬）

●冬季休業（12月下旬～1月上旬）

●春期休暇（2月上旬～3月末）

アジア太平洋カレッジ
（日韓2weeks）

FS語学研修（春季）カナダ４weeks

AsTW（ASEAN加盟国）2weeks

Entrepreneurship Bootcamp（米国）10days

ドイツ・インターンシップ研修（独）1month

モナシュ大学英語研修（豪）4weeks

CLP-C中国語研修（台）3weeks

● ● ●

●TOEFLスキルアップセミナー

Q2PEC 説明会・申請

Q²PEC
Qshu-Queensland Program for English Communication

ELEP
Engineering Leaders English Program

ELEP 説明会・申請

イアエステ海外インターンシップ 申請

工学部独自 の短期海外留学プログラム（５～６週間）

ELEP
Engineering Leaders English ProgramQ²PEC

Qshu-Queensland Program for English Communication

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。   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。

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。

世界トップレベルの
学生と出会える！

交換留学は九州大学が留
学先の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。

大学がしっかりサポート！
手続きも安心！

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。

留学先の授業料徴収なし！
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。

異文化を体験！

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。

選べる大学数が多い！

交換留学 ７つ のいいね！

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。

返済不要の
奨学金制度あり！

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。

日本の良さを再確認！

学内マップ学内マップ

オーストラリア

ブリスベンの街並み 工学Workshop 研究室訪問

九大を訪れたUQ 生と懇親 UQ 生との山笠見物 Q2PEC オンライン講義Q2PEC オンライン講義

UQ 生とピクニックUQ 生とピクニック ゴールデンゲートブリッジ
サンフランシスコ

ゴールデンゲートブリッジ
サンフランシスコ

午前中の英語クラス プレゼンテーション

Google 社訪問 スタンフォード大学にて ヨセミテ国立公園

企業Workshop

アメリカ

Q²PEC
Qshu-Queensland Program for English Communication

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

ELEP
Engineering Leaders English Program

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！

サンノゼ州立大学

Q2PECの
詳しい情報は ELEPの

詳しい情報は

2020年度はコロナの影響により 2020年度はコロナの影響により 
「Q2PEC」と「ELEP 」は「Q2PEC」と「ELEP 」は
 オンラインで 実施しました オンラインで 実施しました

Q2PECオンライン
8月24日（月）～9月25日（金）5週間
午前（月～金9:00～11:15）
世界各国の学生と英語オンライ講義
午後（不定期）
工学系特別講義やUQ Student Activity
参加（料理、会話クラブ、合唱など）

今年度の学生海外短期派遣プログラム

Q2PECオンライン:8月24日（月）～9月25日（金）5週間
午前（月～金9:00～11:15）世界各国の学生と英語オンライ講義
午後（不定期）工学系特別講義やUQ Student Activity参加
（料理、会話クラブ、合唱など）

今年度の学生海外短期派遣プログラム

「来年もこのプログラムはあってもいいの
かなと感じた。両方（現地とオンライン）
開催すれば多くの人が経験できる。」

「online だったので、ホームステイをしたときの
ように毎日、一日中英語の生活というわけではな
かったが、夏の間日々英語に触れることができた
ことは大変良かったと思う。」

8月24日（月）～9月25日（金）5週間
午前（月～金9:00～11:15）
世界各国の学生と英語オンライ講義
午後（不定期）
工学系特別講義やUQ Student Activity
参加（料理、会話クラブ、合唱など）

Q2PECオンライン

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

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

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

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

第１回学内申請
大学間交換留学

第２回学内申請
大学間交換留学

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

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

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

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

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

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
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

join us!
Bonjour

你好

「英語で話す機会は今まであんまりなくて本
格的に話すのは初めてでした。最初話すのは
全くできなかったけど、雰囲気も良くて下手で
も練習できたのでとても良かったです。」

Q²PEC オンライン
～参加者の声～

「夏休み特に用事がなくて午前中にしっ
かり起きるという習慣ができコロナ禍で
ありながら充実した生活を送ることがで
きました。ありがとうございました。」

「実質参加費：各１万円程度」

オンラインQ2PECとELEPの
「実質参加費：各１万円程度」



九州大学工学部九州大学工学部等教務課
福岡市西区元岡744番地　ウエスト4号館2F 203号室

海外留学に関するお問い合わせ 編集・監修：松村 晶（エネルギー科学科 教授）
水谷 由美（国際教育支援センター）
塩塚 愛（グローバル学生交流センター）
近藤 秀春（工学部等教務課）

発行：2021年３月
デザイン：株式会社ミドリ印刷

TEL （092）802-2735
E-MAIL kotkokusai@jimu.kyushu-u.ac.jp

留学関係
情報

詳しいことが知りたい場合は？

確実で早いのは？

留学相談窓口はこちら

世界で活躍する
エンジニアを
目指して

　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。

　機械工学コースを卒業し、現在、コロラド大学航空宇宙工学専
攻博士課程に在籍しています。大学院では、宇宙ロボットの意思
決定を行うアルゴリズムに、科学者やエンジニアの意見を柔軟に取
り入れる事で、探査の効率化を図る研究を行っています。
　学部時代には機会に恵まれ、北アリゾナ大学に交換留学、カー
ネギーメロン大学にて研究インターン、そしてイリノイ大学で短期
留学を行うなど、入学当初の自分からは想像もつかないような数多
くの経験を行うことが出来ました。
　「風が吹けば桶屋が儲かる」ではありませんが、自身の考えや
生活を劇的に変えるきっかけが大学生活には潜んでいると思いま
す。留学に関してのみならず、進んで情報を収集し、広い視野を持っ
て学生生活を楽しんで下さい。時には、答えの無い問題に直面し、
悩むこともあるかと思います。 悩みに悩みましょう。積極的に寄り
道をしましょう。得られるモノもその分多いはずです。
　皆さんの大学生活において良い風が吹きますように。

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。

留学に関連する情報をいち早く入手するには、留学メル
マガ（海外留学メールマガジン）を受信するのが便利で
確実です。
登録方法は「Global Gateways」で確認して下さい。

● Q2PEC・ELEP 担当　
国際教育支援センター

● その他留学関係担当　
グローバル学生交流センター

海外留
学

海外留
学

パンフ
レット

パンフ
レット

20
21

●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

●工学部機械航空工学科 
機械工学コース
2018 年卒業

甲斐 瑛子さん
東洋エンジニアリング
株式会社

若山 頌平さん
コロラド大学 
航空宇宙工学専攻　
博士課程
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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！

九大工学部生の海外留学者数
のべ155人（2019年度）

43
アメリカ

カナダ

11

8
ネパール

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：サンノゼ州立大学

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！

留学では専攻だけでなく、自分の興味に合った授業を数多く履修するこ
とができ、その後のインターンでは AI の研究開発業務に従事して実践
的スキルを身につけました。これらの技術的レベルの高い国際的な環境
での経験を通じ、国外でも活躍していく自信をつけることができました。

私は学部３年次に交換留学制度を利用しスウェーデン王立工科大学（通
称KTH）という大学に１年間在籍しました。講義には座学以外にもグルー
ププロジェクトが含まれており、プログラミング能力や考える力などが
身につきました。１年を通して日本では体験したことのない経験・学び
がたくさんあり充実した留学生活でした。

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。
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とができ、その後のインターンでは AI の研究開発業務に従事して実践
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での経験を通じ、国外でも活躍していく自信をつけることができました。
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