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太田 みのりさん

留学期間＞11ヶ月

N-HALプログラム

ハワイ大学カピオラ二校

▶P.4をCheck！ 松田 珠歩さん

留学期間＞10ヶ月

スカラーシップ
プログラム

サイモンフレイザー大学

▶P.5をCheck！

財津 菜穂さん

留学期間＞12ヶ月

食のスペシャリストを目指す！
ダブルディグリー留学プログラム

ハワイ大学カピオラ二校

▶P.6をCheck！

Partner school  ＆ MAP

サイモンフレイザー大学●7●7

トゥルク応用科学大学●30

中国人民大学 商学院

華東師範大学
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●
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17

スウィンバン工科大学●11

●は、海外留学（中・長期）による派遣先

●は、海外留学（短期）による派遣先

ハワイ大学 カピオラニ校

デラウェア大学

アーカンソー大学リトルロック校

グアム大学

●

●

●

●

3

4
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美和科技大学

崇仁医護管理専科学校

玄奘大学

長榮大学

●

●

●

●

18

19
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21

釜山大学校 貿易学部

東元大学校

全北大学校

●

●

●

23

25

27

福岡－釜山大学間 コンソーシアム／釜山

釜山大学校 貿易学部／釜山

江原大学校／江原道  春川

東元大学校／京畿道  広州

韓国海洋大学校世界海洋発展研究所／釜山

全北大学校／全羅北道    全州市

レスパティインドネシア大学／ジャカルタ

イエジン農業大学／ネピドー

トゥルク応用科学大学／トゥルク市

大韓民国

インドネシア

ミャンマー

フィンランド
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23

24

25

26

27

28

29

30

上海中医薬大学／上海市蔡伦路

遼寧中医学院職業技術学院／遼寧省沈阳

中国人民大学 商学院／北京市

中国人民大学農業・農村発展学院／北京市

盤錦職業技術学院／遼寧省盤錦

浙江樹人大学／浙江省

華東師範大学／上海市

美和科技大学／屏東県内埔郷美和村

崇仁医護管理専科学校／嘉義

玄奘大学／新竹

長榮大学／台南

中華人民共和国

台　湾
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21

ボストン大学医学部／マサチューセッツ州

ハワイ大学 リーワード校／ハワイ州パールシティ

ハワイ大学 カピオラニ校／ハワイ州ホノルル

デラウェア大学／デラウェア州ニューアーク

アーカンソー大学リトルロック校／アーカンソー州リトルロック

グアム大学／グアム

サイモンフレイザー大学／ブリティッシュコロンビア州バンクーバー

ミナス・ジェライス連邦大学／ミナス・ジェライス州ベロオリゾンテ

クイーンズランド大学付属英語学校／クイーンズランド州ブリズベン

スウィンバン工科大学／ビクトリア州メルボルン

アメリカ合衆国

カナダ

ブラジル
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10
オーストラリア

数々の海外の大学などと協定を結び、学生の海外派遣や学術研究交流を行うことにより、
社会貢献と国際社会で活躍できるグローバル人材の育成を目指しています。海外協定校一覧

Partner school 

海外留学・海外研修 派遣先マップ

中村だからできる！ 

世界で新しい自分に出会ってみませんか？ 
中村だからできる！ 

世界で新しい自分に出会ってみませんか？ 

フィンランド

中華人民共和国

大韓民国 カナダ

台　湾

オーストラリア

アメリカ合衆国
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太田 みのりさん

留学期間＞11ヶ月

教育学部 児童幼児教育学科

ハワイ大学
カピオラニ校

長期プログラム一覧表［ 中村学園大学主催プログラム ］

スカラーシッププログラムN-HALプログラム

5名程度 7名程度 5名程度

6月 6月 6月

あり あり あり

認定する場合あり※規程の改定を検討中 認定する場合あり

留学先によって異なる 留学先によって異なる 約US＄20,000（授業料除く）

*留学先によって異なる

月額6～8万円* 授業料、渡航費の一部など
（派遣学生の成績及び語学力によって異なる）

派遣先大学の授業料
（対象科目GPA3.0以上必要）

原則、休学扱い
※フードの学生は4年で卒業することも可能

学生寮、ホームステイ、宿舎のいずれか 学生寮、ホームステイ、宿舎のいずれか ホームステイ

4～5月もしくは8～9月より約1年 ４～5月もしくは8～9月より約1年
（事情により半年が認められる場合もある）

8月から1年

栄養科学部、教育学部の1～3年生

短期大学部1年生

流通科学部

1～3年生

フード・マネジメント学科

1～2年生

中華人民共和国、台湾、大韓民国、カナダ

アメリカ合衆国、オーストラリア、フィンランド

中華人民共和国、台湾、大韓民国

カナダ、アメリカ合衆国、オーストラリア
アメリカ

語学留学、実践活動（ボランティアなど）

中華人民
共和国

台湾

大韓民国

カナダ

中国人民大学、
華東師範大学

長榮大学、玄奘大学

釜山大学校、東元大学校、
全北大学校

サイモンフレイザー大学

アメリカ
合衆国

オーストラリア

フィンランド

スウィンバン工科大学

トゥルク応用科学大学

ハワイ大学 カピオラニ校、
グアム大学、
デラウェア大学、
アーカンソー大学 
リトルロック校

中華人民
共和国

台湾

大韓民国

カナダ

中国人民大学、
華東師範大学

長榮大学、玄奘大学

サイモンフレイザー大学

アメリカ
合衆国

ハワイ大学 カピオラニ校、
グアム大学、
デラウェア大学、
アーカンソー大学 
リトルロック校

語学留学、実践活動（ボランティアなど） 学位取得

食のスペシャリストを目指す！
ダブルディグリー留学プログラム

ハワイ大学 カピオラニ校

❶2年前学期までに60単位以上を修得
する見込みである者

❷単位互換対象科目の総合GPAが3.0
以上である者

❸英語能力が以下のいずれかの基準を

満たす者

　英検：2級A判定以上、TOEIC：650点以

上、TOEFL：iBT61以上、IELTS: 5.5以上

❹基本的調理技術を有する者

❺心身共に健康である者

❻原則として、日本国籍を有する者

❼留学終了後、本学で学業を継続し学

位を取得する者

❶該当外国語授業の単位を取得又は履修中
の者

❷既修得単位数が次のとおりであること
　2年次生…1年次に40単位以上
　3年次生…2年次までに80単位以上
　また単位数に加え、総合GPAの要件もあり
　【スカラーA】3.0以上
　【スカラーB】2.8以上
❸以下の語学水準のいずれかを満たす事
　英語…TOEIC500点以上または英検2級以上
　韓国語…TOPIK2級以上またはハングル検

定4級以上
　中国語…HSK2級以上またはYCT3級以上
　※また取得している資格により総合GPA加

点制度あり
❹心身共に健康であること
❺原則として、日本国籍を有する者
❺留学終了後は本学へ戻り、必ず卒業する

見込みがある者

❶総合GPA2.7以上である者

❷以下の語学水準のいずれかを満たす者

　・英語…TOEIC500点以上または英検2級

以上

　・中国語…YCT3級正解率70％以上

　・韓国語…TOPIK2級以上またはハングル

検定4級以上

❸心身共に健康である者

❹原則として、日本国籍を有する者

❺留学終了後、本学で学業を継続し学位を

取得する者

なしなし

プログラム名

国・地域

目的

派遣先大学

派遣予定期間

対象学部・学科・学年

応募要件

募集人数

滞在方法

費用

奨学金（給付）※

単位認定

休学の有無

募集説明会

書面・面接審査

備考

釜山大学校、東元大学校、
全北大学校

オーストラリア スウィンバン工科大学

［対象］栄養科学部／教育学部／短期大学部 留学期間 約1年

　『語学の修得』のみならず、学生が自ら定めた明確な目的と意欲的な目標に基
づき立案した『実践活動』を留学中に実施する派遣留学プログラムです。派遣先
である海外の協定校（中国・台湾・韓国・アメリカ・カナダ・オーストラリア・フィンラン
ド）へ1 年間留学します（※留学中は原則休学扱い、但しフード・マネジメント学科
は条件によっては4年で卒業することも可能）。留学先によって月額6～8万円の大
学からの支援があり、奨学金として支給されます。派遣留学生は、一定の条件

（語学力、総合GPAなど）を満たし、書類審査、面接審査を合格し選抜された学
生になります。渡航後、６ヵ月以降は大学の授業を履修する事が奨学金支給の条
件となっています。

1 年 卒業2 年復学 3 年 4 年留学期間
（例） 休学／留学

N-HAL プログラム

　留学へ行こうと思ったのは、小さなころから、色々な国の
文化を学ぶことが好きだったことや、大学1年生の時に3週
間、アメリカに留学へ行ったことがきっかけでした。３週間の
留学で多くのことを学べたけれど、もっと多くのことを学び
たいと思い、1年間留学することを決めました。

Q 留学に行こうと思ったきっかけは？

留学費用（1ヶ月）

ホームステイ費用　 130,000円
（食費含む)

生活費　　　　　　　40,000円
保険代　　　　　　　24,000円
トータル　　　　　 194,000円
学費　　　　　　　 約120万円

（11ヵ月間)
大学からの奨学金　　　96万円
(国からの奨学金　最大96万円)
※国の奨学金は状況により
　受給できない場合あり

留学経験者の
座談会動画は
こちらから

　留学中は、日本語塾や、大学内のチャイルドケアセンター
という保育園や幼稚園のような施設でのボランティア活
動、友達のホストブラザーに日本語を教える、というような
活動を行いました。 

Q 留学中、どのような活動を行った？

　留学での経験はこれから多くの場面で生かしていけると
考えています。例えば、私自身、将来は小学校の教員を目
指しており、日本以外の土地で過ごした経験を語ること
で、子ども達にもその面白さや楽しさをより伝えていけるの
ではないかと考えています。また、専攻がSLTという、第2言
語をどのように教えるべきかといったもので、日本でも日本
語指導が必要な子ども達が増えていることから、将来役に
立つと考えています。

Q 留学での経験を
これからどのように生かしていきたい？

How
Much?

留学経験者の声
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留 学 前

855点660点
留 学 後

────　TOEICスコア　────

　TOEICや英検などの座学的な勉強よりも日常で使える単
語や言い回しを覚えておけばよかったです。身近にあるもの
でも英語でどのように伝えるのか分からないものがたくさん
あります。留学後に気づくことができましたが、日常生活を
送るうえで考えられるシチュエーションや独り言を英語でど
う表現するか？と考える癖をつけると日本にいても英語を
ベースに生活を送ることができると思います。

Q 留学に向けて事前に
準備しておけばよかったことは？

　文学や発音、ニュースのクラスなどたくさんの授業
がありました。その中で一番印象に残っている授業
は、Canadian Studyという授業で、カナダの歴史や問
題、産業、地域別の特徴などを学びました。特にカナ
ダの歴史や問題については日本では絶対に学ぶこと
ができないものでした。カナダのいいところばかり知
るのではなく、問題点についても学習することで深く
理解できたと思います。

Q 留学中,どのような授業を受講した？
印象に残っている授業は？

　現地で7か月生活をして、ワークライフバランスについ
て日本との違いを肌で感じました。日本の働き方が当た
り前だと思っていましたが、私にとってはカナダでの働き
方の方に魅力を感じました。その経験から将来、海外で
生活することを見据えた就職活動を行うことができまし
た。この決断はカナダで生活しないとわからなかったこと
だと思うので、有意義な時間を過ごせたと思います。

Q 留学してよかった？それはなぜか？

留学経験者の声

財津 茉穂さん

留学期間＞12ヶ月

栄養科学部 
フード・マネジメント学科

ハワイ大学
カピオラ二校

1 年 卒業2 年 3 年 4 年

　本学在学中にハワイ大学カピオラニ・コミュニティ・カレッジ（以下、KCC）に1年間

留学し、単位を得る事により、本学（学士）及びKCC（Associate Degree）の2つの学

位（ダブルディグリー）を取得し、最短4年間での卒業を目指す留学制度。留学支援

としてKCCの授業料を本学が負担します。支援を受ける派遣留学生は、一定の条件

（語学力、総合GPAなど）を満たし、書類審査、実技試験、面接審査に合格し選抜

された学生になります。

［対象］フード・マネジメント学科 留学期間 約1年

留学期間
（例）

ダブルディグリー留学プログラム
留学費用（1ヶ月）

ホームステイ費用　 130,000円
（食費含む)

生活費　　　　　　　40,000円
保険代　　　　　　　24,000円
トータル　　　　　 194,000円
学費　　　　　　　 約150万円

（1年間)
大学からの奨学金　約150万円
(国からの奨学金　96万円)
※国の奨学金は状況により
　受給できない場合あり

How
Much?

　海外協定校（中国・台湾・韓国・アメリカ・カナダ・オーストラリア）への留学期間中
に、語学力向上はもちろん、留学前に掲げた語学以外の目標を達成できるように
様々なことにチャレンジしていくプログラムです。授業料、渡航費など大学からの支
援があります。留学期間も在学期間とみなし、条件を満たせば留学先で修得した単
位も単位認定され、4年間で卒業できる場合もあります。
　派遣留学生は、一定の条件（語学力、総合GPAなど）を満たし、書類審査、面接
審査に合格し選抜された学生になります。

［対象］流通科学部 留学期間 約1年（事情により半年も可）

留学期間
（例）

スカラーシッププログラム

ネイティブの友人を作ることです。自身の英語に自信が持て
ず、自分から話しかけたり、楽しく会話を広げたりするのが
難しかったです。しかし、自身のつたない英語にも付き合っ
てくれて、助けてくれるクラスメイトなどに感化され、自分
から話しかけることを常に意識していました。自身が思って
いるよりも、ネイティブの方は英語の上手下手を気にせず、
私がどのような人かを見てくれていたことがとても嬉し
かったです。

Q 留学中に一番大変だったことは？
どうやって乗り越えた？

留学費用（1ヶ月）

ホームステイ費用　  80,000円
（食費含む)

生活費　　　　　　　30,000円
保険代　　　　　　　24,000円
トータル　　　　　 134,000円
学費　　　　　　　 約160万円

（10ヵ月間)
大学からの奨学金 最大120万円
(国からの奨学金　最大96万円)
※国の奨学金は状況により
　受給できない場合あり

現地のレストランでインターンシップを行ったことです。アメ
リカで初の仕事でもあり、組織に所属したため、アメリカで
の働き方などのカルチャーを感じました。また、共に働く仲
間も親切にしてくれ、一緒にご飯に行ったり、誕生日には
お花のプレゼントをもらったりと留学の集大成として、英
語・調理の実力を活かせた2カ月半でした。

Q 留学中の1番の思い出は？

TOEICは勉強して点数がついてくるテストだと考えているた
め、基本的な単語を重点的に覚え、公式本の問題集を何
度も解きました。また、留学を通してリスニングなどの会話
レベルが上がったため、リスニング力を向上させる事が語学
スコアを伸ばす為に大変効果があったと感じました。

Q 語学スコアをどのようにして伸ばした？

How
Much?

留学経験者の声

松田 珠歩さん

留学期間＞10ヶ月

流通科学部

サイモン
フレイザー大学

留 学 前

760点490点
留 学 後

────　TOEICスコア　────

食のスペシャリストを目指す！

1 年 卒業2 年 3 年 4 年
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あり

台湾 韓国
アメリカ、
オーストラリア

文化体験・交流
文化体験・交流、
企業訪問

3月上旬～3月中旬 3月上旬～3月中旬

全学部・全学科
全学年※卒業年次除く

流通科学部
フード・マネジメント

学科
全学部・全学科
全学年※卒業年次除く

全学部・全学科
全学年※卒業年次除く（春季）

＜夏季＞
8月中旬～9月上旬
＜春季＞

3月上旬～3月下旬

玄奘大学

長榮大学

美和科技大学

崇仁医護管理専科学校

（いずれか2校）

東元大学校

アメリカ・グアム アメリカ・ハワイ

語学研修・調査 フィールド研修

8月 2月

グアム大学
ハワイ大学
カピオラニ校

語学研修、
文化体験・交流

アメリカ：

デラウェア大学

オーストラリア：

スウィンバン工科大学

10名程度 1６名程度

10月下旬

短期大学部生のみあり

13万円程度

*総合GPA2.0以上の者に限る

3万円*

学生寮

15名

４月

あり

9月

あり あり

３０万円程度

3万円* 3万円*

未定

学生寮・ホテル
大学提携の宿舎
（予定）

10～20名程度

10月下旬

短期大学部生のみあり

13万円程度

3万円*

学生寮、ホテル、
ホームステイ

10～20名程度

あり

アメリカ：55万円程度
オーストラリア：46万円程度

3万円*

ホームステイ

〈夏季〉4月下旬

〈春季〉9月下旬

❶研修先の公用語並びに海外文化に興味・関心がある者

❷心身共に健康であり、体調等の自己管理ができる者

❸事前研修・事後研修に参加できる者
※語学力は問わない

❶事前・事後研修に

参加できる者

❷心身共に健康で

あり、体調等の

　自己管理ができ

る者

❶事前・事後研修に

参加できる者

❷奨学金給付には

英語資格の要件

あり

な　　し

な　　し

海外フード
ビジネス研修

フード・マネジメント
学科4年

アメリカ・ハワイ

食文化研究

8月下旬～9月上旬

ハワイ大学
カピオラニ校

1６名程度

あり

３月

あり

3万円*

未定

大学提携の宿舎
（予定）

❶事前・事後研修に

参加できる者

❷奨学金給付には

英語資格の要件

あり

フード・ビジネス
展開のための

海外食文化研修

グローバル
プロジェクト

海外で学ぼう！

スタートアップ
研修 in韓国

台湾協定校
研修

海外研修プログラム名

対象学部・
学科・学年

事前研修 7回／事後研修 １回

　流通科学部が教育目標として掲げるグ

ローバル人材育成を目指し、協定校である

グアム大学（UOG）において３週間の現地英

語研修及びフィールドワークを実施します。

グアムで調査・研究を行い、「福岡とグアム

をリンクするための交流促進案」を広義の流

通の視点で捉えて提案するプロジェクト型の

プログラムです。

［対象］流通科学部 研修期間 約3週間

グローバルプロジェクト

［対象］全学部 研修期間 約3週間

海外研修

　バスを降りる場所を間違えたことです。スマートフォンで調べた
り、近くにいる人に聞いて何とか目的地にたどり着くことができまし
た。日本とは異なり車内アナウンスがないのでしっかり表示を見て
降りなくていけません。海外に行ったとき日本では当たり前のことが
海外では異なることもあるので、事前に調べていくことが重要だと
思いました。

Q 研修先で失敗したことは？

　はい、よかったです。私は、現地の人の文化や生活スタイルを学
びたい、外国の人と触れ合いたいと思いオーストラリアの海外研修
に参加しました。海外研修では、ホームステイや現地の大学生との
バディープログラムや様々な場所へ観光に出かけたりと毎日刺激的
で貴重な経験を積むことができました。この研修で挑戦することの
大切さを学ぶことができ、これからの人生の糧になりました。

Q 留学してよかった？それはなぜですか？

　研修の一番の思い出は、グレートオーシャンロードというオースト
ラリアの有名な観光地へ訪れたことです。私が今まで見た中で一番
きれいな景色で、オーストラリアの自然の素晴らしさや偉大さを実
際に感じることができました。その周辺には、日本では動物園でしか
見ることができない野生のカンガルーやコアラが生息していて驚き
ました。

Q 研修中の一番の思い出は？

留学経験者の声 瀬戸崎 紗良さん

研修期間＞3週間

流通科学部　流通科学科

異
文
化
体
験

語
学
研
修

短期プログラム一覧表［ 中村学園大学主催プログラム ］

　大学が主催する英語圏の短期研修プログ

ラムで、ホームステイをしながら、春夏に3

週間程度、アメリカもしくはオーストラリア

の協定校の語学学校で午前中は語学研修、

午後はフィールドワークを行います。研修参

加において、事前・事後研修に出席し、単位

も修得できます。海外文化や国際情勢を理

解するとともに、今までに身につけた英語力

を実践的に活用できる絶好の機会です。参

加費は、アメリカ、オーストラリアで時期に

よっても異なります。

留学経験者の
座談会動画は
こちらから

国・地域

目的

派遣先大学

派遣予定期間

応募要件

募集人数

滞在方法

費用

奨励費（給付）※

単位認定

休学の有無

募集説明会

書面・面接審査

備考
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　良かったです。実際にバスガイドさんに様々な観光名所を案内して
いただいてそこの歴史に関することを学習したり、ホームステイ先の
お父さんやお母さんに韓国語を教えて頂いたりして、更に韓国につ
いて深く知ることができたからです。また、東元大学校の学生さんと
交流して友達になることができたことも良かったと思える点の１つで
す。

Q 留学してよかった？それはなぜですか？

　私は韓国語が全く話せないまま研修に参加したので、ホームステ
イ先や街での買い物の際に思っていることを適切に伝えることができ
なかったことです。加えて、韓国で「食事を残すこと＝お腹いっぱいで
す」の意味を知らずに延々とご飯を食べていたら翌日お腹を壊してし
まったことです。

Q 留学先で失敗したことは？

　韓国での自由行動が１番の思い出です。韓国の代表的な繁華街である明
洞で、チーズハッドグを食べたり可愛いコスメを買えたりして嬉しかったで
す。韓国はびっくりするほど衣類が安いので、お揃いで買った服を着ながら
友達と行動できたこともとても思い出に残っています。

Q 留学中の一番の思い出は？

留学経験者の声

　LSCは学生の学習を支援するために、2013年4月に開
設されました。基礎英語、TOEIC・英検対策などの指導
を、個人やグループ単位で行っています。授業の空き時間
を有効活用して、修学に役立ててください。また、24時間
いつでも学習ができるようにWeb講座も開講しています。

ラーニングサポートセンター（LSC）

異
文
化
体
験

　協定校である東元大学校と交流を深め、異文化を理解し、日本の文化を発

信しながら、積極的に外国人とコミュニケーションがとれる人材になる為の基

礎を学ぶ8日間の研修プログラムです。東元大学校での学生交流や現地の企

業訪問などもプログラムに組み込まれており、国際的なビジネスの現状を知る

事ができます。滞在中には韓国人の家庭でのホームステイ体験もあり、生の韓

国語・文化に触れる事が可能です。

［対象］全学部 研修期間 約8日間

海外で学ぼう！ 
スタートアップ研修 in 韓国

異
文
化
体
験

英語対策

　わたしは常にコンタクトレンズをしていたのですが、なぜか研修１
日目でコンタクトレンズが割れてしまい使えなくなり、台湾では調達
する事が出来なかったのでその後の研修は視界が悪い状態で過ごさ
なくてはならなかったことです。眼鏡があれば良かったのですが、日
本から眼鏡を持っていくのを忘れていたのが一番の失敗です。

Q 研修先で失敗したことは？

　研修に参加して非常に良かったと感じています。以前から台湾に
興味があった為参加したのですが、旅行で観光に行っただけでは触
れ合うことのできない台湾の学生と研修のカリキュラムを通して友
達になることができたり、ホストファミリーと過ごす時間のなかで日
本と台湾の文化や習慣の違いをリアルに肌で感じることが出来まし
た。これは実際に現地で貴重な経験ができたからこそだと感じてい
ます。また、将来自分がやりたいことを見つけるきっかけにもなりま
した。

Q 留学してよかった？それはなぜですか？

　ホストファミリーと台東へ１泊２日の旅行に行ったことです。研修の中
でそれぞれがホストファミリーと過ごす自由時間があり、私たちは三仙
台や台東観光夜市等に連れて行ってもらいました。有名な観光地だ
けでなく、地元の人だからこそ知っている場所に行くことができとても
楽しかったです。また、ホストファミリーの別荘でバドミントンをした
り、カフェで中国語を教えてもらったりしたのも良い思い出です。

Q 研修中の一番の思い出は？

　ハワイ大学カピオラニ校での講義、ホノルル周辺の食関連企業の訪問や調査など、たくさんのフィー

ルドワークを盛り込み、国際的観光地で人々の文化的多様性に対応した栄養・フード・ビジネス展開を学

ぶことを目的とするプログラムです。

［対象］フード・マネジメント学科 研修期間 約10日間

フード・ビジネス展開のための海外食文化研修

異
文
化
体
験

　グローバルな視点をもち、海外の食ビジネス展開に繋げる人材を養成するために、異文化間コミュニ

ケーションや海外ビジネスの基礎を事前研修で習得、現地フィールド研修では、ハワイ大学カピオラニ校

（KCC）での講義や、学生交流、現地の日系企業等を訪問し、海外展開の成功要因を学ぶプログラムです。

［対象］フード・マネジメント学科 研修期間 約7日間

海外フードビジネス研修

［対象］全学部 研修期間 約8日間

台湾協定校研修
異
文
化
体
験

留学経験者の声
磯谷 明音さん

研修期間＞8日間

流通科学部　流通科学科

喜連 愛さん

研修期間＞8日間

教育学部 児童幼児教育学科

　台湾の本学協定校である玄奘大学や長

榮大学、美和科技大学などにおける8日間

の研修です。アジアへの理解や近隣諸国と

の良好な交流を深め、将来、様々な分野で

地域社会と海外との架け橋となり貢献でき

る「ブリッジ人材」への成長を目指します。

研修内容としては、現地学生との交流、台

湾企業の訪問、フィールドワークとなってい

ます。
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［ 2022年度 ］各種プログラム年間スケジュール

あっという間に留学が終わった・・・

「体験報告会」で
留学経験者の話を
聞いてみよう！

海外留学…興味あるけど一体何から始めたらいいのかな？
そんな方は、留学モデルケースを見てみましょう！ 自

分
の
語
学
レ
ベ
ル
を
把
握
す
る
こ
と
は
と
て
も
大
切
で
す
！

留
学
前
と
留
学
後
に
は
、必
ず
語
学
試
験
を
受
け
ま
し
ょ
う
。

留学の振り返りとして、
他学生に留学の醍醐味を伝えよう！

「体験報告会」で発表！

学業・就職に向けて、
カウンセリングを受ける。

語学試験を受ける。
自分のレベルアップを楽しもう！

2号館3階の教務部や連携推進部へ行こう！

各留学プログラムの
募集説明会に
参加してみよう！

● 留学に向けて語学力向上を目指して
　 「語学カフェ」
　 「ぐろーばる広場」
　 「One-On-One」に参加しよう！

● ラーニングサポートセンターの
　 先生の力を借りよう！

● 応募前に、TOEICや英検などの
 　語学試験を受験しよう！
● 海外で安全に学ぶために
　 「危機管理セミナー」に出席しよう！

7月・12月

● 語学力のレベルアップ、
 　留学費用、ビザ、保険など
 　準備しよう！

● 留学をより充実させる
 　ために、留学中、留学後の
 　キャリアを考えよう！

● 学生部に「留学届」などの
　 提出に行こう！

P13参照

本館2階

留学内定！！さて、準備にとりかかろう。

TOPIK TOPIK TOPIK ハングル能力
検定２次

ハングル能力
検定1次

4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11月 12 月 1 月 2 月 3 月 備 考

募集説明会

募集説明会

募集説明会

募集期間（～10月下旬） 書類選考結果発表
下旬

面接審査
上旬

最終結果発表
上旬

書類選考結果発表
下旬

面接審査
上旬

最終結果発表
上旬

翌年度4～5月
もしくは8～9月
から留学開始
翌年度4～5月
もしくは8～9月
から留学開始

募集期間（～10月下旬）

募集期間（～1月下旬） 書類選考結果発表 上旬
面接審査 中旬 最終結果発表 中旬 翌年度8月から

留学開始

募集説明会
（下旬）

募集期間
（～下旬） 事前研修（全5回）

募集説明会
（10月下旬）

募集期間
（～下旬） 事前研修（全5回） 研修

*帰国後、事後研修（1回）

研修

募集説明会 事前研修
（全6回）

研修（8月中旬～9月上旬）
*帰国後、事後研修

募集説明会＆面接

募集説明会＆
面接

事前研修
（全8回） 研修（8月中旬～9月上旬）

事前研修（全8回） 事後研修（全5回）

募集説明会
（10月下旬）

募集期間
（～下旬） 事前研修（全5回） 研修

*帰国後、事後研修（1回）

TOEIC 英検1次 TOEIC
TOEIC Bridge

ハングル能力検定
1次・2次

TOEIC英検1次 TOEIC
英検1次

海外で学ぼう！
体験報告会

（前学期）
危機管理セミナー

（前学期）
海外で学ぼう！
体験報告会

（後学期）
危機管理セミナー

（後学期）

研修（8月中旬～9月上旬）
*帰国後、事後研修

研修（3月初旬～下旬）
*帰国後、事後研修（1回）

翌年度8月から
留学開始

募集説明会
（下旬）

募集期間
（～下旬） 事前研修（全5回）

スケジュールは変更となる場合があります。ポータルサイトUNIPAで最新の情報を確認してください。

申込期間・試験日については
UNIPA・公式Webサイトで
確認してください
申込期間・試験日は
公式Wedサイトで
確認してください

新入生・在学生
オリエンテーション

or
学生部で留学情報をゲット！

自分が申し込める
プログラムは
どれだろう？

自分にあった
プログラムを

見つけた！

4月

6月-11月

4月-6月

N-HALプログラム
（栄養科学部・教育学部・短期大学部）

スカラーシッププログラム
（流通科学部）

長
　期

語学資格試験（韓国語）※学外

台湾協定校研修

グローバルプロジェクト
（流通科学部）

海外フードビジネス研修

海外で学ぼう！
スタートアップ研修 in 韓国
語学資格試験（英語）
※学内：TOEIC　学外：英検

イベント※学内

夏季

春季

短
　期

海外研修

そ
の
他

フード・ビジネス展開のための
海外食文化研修

（フード・マネジメント学科）

食のスペシャリストを目指す！
ダブルディグリー留学プログラム

（フード・マネジメント学科）
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［ 2022年度 ］

留学体験者 成長の軌跡

学
外
機
関
主
催
プ
ロ
グ
ラ
ム

CASE

1 成
功
！

挫
折…

留学前 留学中 留学後　 卒業後、留学での経験がどのように役に立った？

キ　セ　キ

その他の学外プログラム

　アジアの中学・高校などの日本語教師や生徒のパー
トナーとして、授業のアシスタントや、日本文化の紹介
を行います。専門的な知識は必要なく、応募要件に当
てはまればどなたでも応募できます。派遣者は現地の
言語や文化についての学びを深め、アジアの国と日本
の架け橋となることを目指します。

　日本の最新情報や日本人と接する機会が少ない中
国の地方都市において、青少年層を主な対象に対日
理解と交流を促進する「ふれあいの場」が開設されて
いますが、日中文化交流の促進を図り、活動を充実さ
せることを目的として、学生交流事業が毎年2回実施
されています。

国際交流基金アジアセンター：外務省 国際交流基金日中交流センター：外務省

日本語パートナーズ
中国「ふれあいの場」
大学生交流事業

　中国政府の要請を受け実施されるプログラムで、日
本の大学生が中国の大学生と交流し相互理解を深
め、中国の生活文化に直接触れ、より客観的に中国
を理解することを目的としたもので、年に3回（春、
夏、秋）募集があります。青少年交流が両国の善隣友
好の絆をより強いものにしていく上で大変意義深く、
日中関係を支える基礎となります。

公益財団法人 日本中国友好協会
日中友好大学生訪中団

学
外
機
関
主
催
プ
ロ
グ
ラ
ム
一
覧

プログラム名

派 遣 先

応 募 時 期

渡 航 時 期

渡 航 日 数

費 用

奨励金・奨学金

日中友好大学生学生訪中団

　中華人民共和国

１陣：１月　2陣：６月　3陣：７月

１陣：3月　2陣：9月　3陣：10月

1週間程度

1万円

渡航費、宿泊費、研修費など

中国「ふれあいの場」大学生交流事業

中華人民共和国

春季：４月　秋期：11月

3月　9月

1週間程度

食費、国内交通費など

渡航費、宿泊費、現地交通費など

日本語パートナーズ

アジア地域

応募地域により異なる

応募地域により異なる

7～10ヶ月程度
※派遣先によって異なる

パスポート申請費用など

住居提供、滞在費、渡航費、
支度料、教材費、外国語研修手当

　みなさんが応募できる学外プログ
ラムはこの他にも数多くあります。
常にアンテナを張って、渡航先、渡
航時期、参加費など自分に見合った
海外プログラムを、ぜひ見つけてく
ださい。応募情報はポータルサイト
UNIPAへ適宜、配信しています。

◆在福岡カンボジア王国名誉領事館「半田スカラシップ カンボジア遊学」
◆中華人民共和国日本大使館「Panda杯全日本青年作文コンクール」（中国）
◆公益財団法人日韓文化交流基金「日本大学生訪韓団」（韓国）
◆福岡県「グローバルステージin HAWAII」（アメリカ）※

◆福岡県「国際協力リーダー育成プログラム」（ミャンマー）※

◆独立行政法人国際協力機構（JICA）「国際協力レポーター」（セネガル）
◆NPOアジア太平洋こども会議・イン福岡（APCC）

※留学先は変更することがあります。

詳しくは
コチラ

CASE

2 成
功
！

挫
折…

留学前 留学中 留学後　 卒業後、留学での経験がどのように役に立った？

留学を経験したことで、人生の歩み方の幅を広
げることができたと思っています。留学前は、英
語と調理技術を極めて、食品企業に勤めようと
考えていましたが、留学を経験したことでやり
たいことが変化し、食品とは全く関係のない企
業に就職しました。留学を通じて、「どんな人
生を送りたいか」というテーマに真剣に向き合
う時間が増え、自分軸が見えてきたことで、具
体的に何をしていきたいかを考える際の視野が
広がった結果だと思っています。このたった1年
間の経験が、これからの自分の人生にどう影響
していくのか、これからもとても楽しみです。

フード・マネジメント学科限定の留
学プログラムがあることを知る。
語学に加えて、調理技術も学べ
るという点に興味が湧き、TOEIC
の基準点を超えるために勉強を
開始。

最初は文化の違いや調理
の専門用語に苦戦したが、
周りのサポートのおかげで楽
しく授業に参加。エッセイの
クラスが本格的になり、夜遅
くまで勉強する日々。辛かっ
たが自分のアイデンティティ
について熟考するもので、こ
れからの人生の歩み方を真
剣に考える良いきっかけに。

TOEICの基準点を突破し、留
学できることに！心配だった経
済面は、なんとか奨学金をもら
えることになり、人生初めての
海外にワクワク。

急遽インターシップを留学中に開始
することに。賃金をもらうための役所
の手続きや、インターシップ探しに苦
戦。途中でインターシップ先を変更。

学校の先生の紹介で素敵
なオーナーさんと出会い、2
個目のインターン先が決
定。オーナーとの会話では、
働き方についても考えさせ
られ、貴重な経験になった。

日常生活で海外と日本の考え方や文化の違い
に違和感を覚えることもしばしば。
この時、海外の素晴らしさに改めて気づき、また
海外に行きたいと思い始めるが、新型コロナウ
イルスの流行により海外へ行く事が困難に。

留学を通じて、自分が何を大切にしたいかが
言語化できるようになった。自分の考えを発信
する事で、第一希望の企業に内定をもらう。

大学を卒業と同時に留学先
学校の学位を取得。２つの学
校の卒業生となる。

卒業生 井手 乃梨子さん

留学前から健康的な日本食を海外
へ正しい形で発信するビジネスをし
たいという想いが強く、留学を通し
てそれが決意と変わったので、現在
は食品会社で米国の新規飲食事業
開発をしています。留学中に培っ
た、英語力・交渉力・行動力・セルフマ
ネジメント力、人脈、様々な力を駆
使して、ニューヨークで新しい日本
食発信の場を作ろうとしています。

短大食物栄養学部から編入し、
海外経験や自分の興味関心にと
ことん向き合うと決意！

トビタテ留学JAPANに
採択され、同じ志を持つ
仲間が増えてワクワク！

海外旅行・短期留学を繰り返
すが長期で挑戦的な留学がし
たくなる。

英語も人脈もゼロ、
ホームシックとプレッ
シャーで寂しい毎日。

飛び級で大学の授業聴講、
アメリカ人学生とBento共同
開発の話が進み、嬉しさ爆発。

さらにニューヨークで
販売場所のスポンサーを
獲得し、嬉し涙！

販売直前でスポンサーと1ヶ月
連絡が途絶え、どん底状態。

スポンサーと
直接交渉し、
無事に200食完売！

ニューヨークでのビジネスに興味を持ち、スポンサー
先と単独で契約。長期休みで再び渡米し、新商品
開発・新規事業立ち上げ・店舗マネジメントに従事。

留学での功績が新聞や記事に取り上げられ、文科省での留学体
験報告会で全国で1位となり、文部科学大臣から表彰を受ける。
卒業時、学業と留学先で顕著な功績を残したとして、大学内で初
の特別表彰を受ける。就職活動は1社のみ、直接面談・交渉し、新
卒採用外で内定をGET！

卒業生 安永 麻紀さん
栄養科学部　栄養科学科

栄養科学部 フード・マネジメント学科

「トビタテ！留学 JAPAN
日本代表プログラム」で
留学

「ダブルディグリー留学プロ
グラム」で留学

長榮大学サマーキャンプ
　本キャンプは、本学の協定校である長榮大学が主
催する1週間のサマーキャンプです。グローバルビジョ
ンを拡大し、異文化への理解を深め、多国籍からなる
参加者同士の絆を深めることを目的とし、例年8月中
旬ごろに長榮大学内で開催されています。
　本キャンプは10か国以上からの100名以上の参加
者が集まるため、すべて英語でのコミュニケーションと
なります。よって英語でコミュニケーションがとれる学
生の参加を優先いたします。
※応募者多数の場合は、語学力試験、面接審査あり
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キャンパス内での国
際交流

COILプロジェクト
　オンラインで海外の学生と時差、言語差、文
化の違いを超えてバーチャルに交流し、語学能
力や異文化理解力を高める新しい教育方法。
日本にいながら海外の学生と交流ができるプ
ログラムです。
（不定期で実施、詳細はUNIPA等で配信）

協定校等の受け入れ TOEIC高得点者・英検合格者表彰制度について

　言語だけではなく異文化（慣習）に触れ合うことの出来る機会です。自分がまだ知らない世界をぐろーばる広場で体験してみましょう！

［英語・韓国語］

※オンラインで実施する場合あり

語学カフェ
　昼休みの時間に、ど

なたでも気軽に外国
語に触れ合うこ

との出来る機会です
。開催中は、出入り自

由です。ランチを

取りながら会話を楽し
んでみませんか？

［英語・中国語・韓国
語］

　本学は毎年、訪問団や短期研修生など多くのお客さ
まを海外から受け入れています。短期研修生の受け入
れの時は歓迎会やフィールドワークの時間に学生同士
の交流ができ、海外の学生との繋がりを深める絶好の
チャンスです。海外に行かなくとも、キャンパス内ででき
る国際交流の機会も数多くあります。積極的に参加し、
海外の友人をたくさん作ってください。
　2019年度は、台湾の崇仁医護管理専科学校から７
名、玄奘大学から2名、中国の浙江樹人大学から25名、
韓国の東元大学校から14名の短期研修生を受け入れ、
博多人形絵付けや食品サンプル作りなど、様々なプロ
グラムにより交流を深めました。
　また、2020年度・2021年度は、東元大学校とオンラ
イン研修を実施しました。

【TOEIC L&R Test】　　　

①700以上
②600-695
③500-595

カテゴリー（スコア）

¥15,000
¥10,000
¥5,000

図書カード

【実用英語技能検定】　　　

④1級
⑤準1級
⑥2級

カテゴリー（級）

¥15,000
¥10,000
¥5,000

図書カード

申請期間
対象学生
申請窓口
申請方法

受取方法

受験した年度内
本学在学生（大学・短大）※大学院生は除く、正規学生に限る
教務部
期間中に取得した資格のスコア証明書（原本）を持参し、
専用の申請用紙に必要事項を記入の上、教務部窓口にて申請
申請日翌日以降に教務部の窓口に来課し受け取る

※中止する場合あり

One-On-One
　1対1でネイティブ

とフリートークを楽し
みたい方、大学の課

題のサポートが必要
な方など、15分間み

なさんが希望するこ

とをしてください。フ
レンドリーなリーダー

が迎えてくれます。

まずは15分間チャレ
ンジしてみませんか？

［英語・韓国語］

※オンラインにて開
催中

ワン・オン・ワン

●時間：1人当たり1
5分

●利用方法：事前予
約制。UNIPA上で受

付

ぐろーばる広場

語学リーダーは、同
世代！

　　　福岡在住の
海外の方です。

　　　　　　気軽
に話しかけてみてく

ださい！
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Question＆Answer
よくある質問 Q&A

crisis  management
安全と危機管理

海外留学
支援サイト

不慣れな海外では思わぬ犯罪や事故に巻き込まれる可能性があります。
そのためには、あなた自らが危険を感じる状況をできるだけ回避し、
安全を確保する行動をとらなければなりません。
あなた自身のために次のことを必ず行ってください。

渡 航 前

　現地の教員、インターンシップ企業、ホストファミリー、友達など信頼できる人から正しい情報を得て、危険を回避す

る行動をしてください。心配ごとや不安に感じること、緊急事態が生じた場合は、すぐに学生部や各研修の担当教員

に報告・連絡・相談をしてください。世界につながるSNSは渡航中にも注意が必要です。軽率なSNSでの発言や動画の

アップは、自身の不利益となり、一生を棒に振る可能性もあります。慎重に使用してください。

インターネット上では海外について不正確な情報もあるので注意が必要です。
正確な海外情報を得る方法として、外務省のホームページがあります。
渡航前に滞在先の情報を見ておきましょう。

■正しい海外情報

年2回、学内で実施されます。
実際に海外で起こった犯罪や事故のケースを基に、海外で安全に過ごすための具体的な事前対策をします。

■危機管理セミナーへの参加

外務省の海外安全ホームページから登録できます。
滞在先の最新情報や緊急事態発生時の連絡メール、緊急連絡等の受け取りができます。
渡航前に必ず登録をしてください。

■海外安全アプリ「たびレジ」の登録

危機管理のため、個人で海外に留学※する学生は「留学届」を提出していただく必要があります。
「留学届」の受け取り及び提出先は学生部（2号館3階）です。
※留学とは、語学留学、ボランティア、インターンシップ等です。旅行は除きます。

■「留学届」の提出

病気や怪我に備えて、出発から帰国までの全期間をカバーする海外旅行保険等に加入してください。
本学主催の留学／海外研修は加入が絶対条件になっていますが、
その他の個人旅行や私費留学でも加入を勧めています。

■保険への加入

海外においても、中村学園の学生であるという自覚をもち、行動には常に注意しましょう。

留学に関する情報が欲しいのですが、
どうしたらいいですか？

『留学ジャーナル』などの雑誌や書籍を図書館や学生
部で閲覧できます。また、日本学生支援機構が運営す
る『海外留学支援サイト』では、留学制度やさまざま
な奨学金の情報を収集できます。

Q

A

海外で学びたいのですが、
どこに相談すれば良いのでしょうか？

まずは学生部です。本学の海外研修や留学、学外の
海外プログラム、文部科学省他の海外奨学金など、
全般的な質問・相談を受けつけています。気軽に立ち
寄ってください。また、指導教員、ゼミナール教員、
英語担当教員、外国人教員に相談してみてもよいで
しょう。

Q

A

親から留学を反対されています。
どうしたらいいでしょうか？

反対の理由は何ですか？ 留学の目的、計画、費用、将
来の展望などしっかりとしたビジョンを保護者に話し
ていますか？それらが明確でないため、保護者は不安
に思っているのかもしれません。家族とじっくりと話し
合うことから留学の準備が始まります。

Q

A

留学した場合、国家試験や教員採用試験、
就職に影響はありますか？

留学の時期や期間によっては影響する場合がありま
す。留学を希望する場合は、事前の留学計画をしっか
りと立ててください。留学により語学力、異文化コ
ミュニケーション力、積極性やチャレンジ精神などが
向上できれば、就職活動でもアピールすることが可能
です。詳しくは、学科の先生に相談してください。

Q

A

国際交流会に入りたいのですが、
どうしたらいいですか？

まずは活動内容等ご説明しますので、学生部に来てく
ださい。国際交流に興味がある方はお気軽にご相談
ください。

Q

A

実際に短期研修や長期留学へ参加した
学生の体験談はどこで聞くことが
できますか？

年2回、学内で「海外で学ぼう！体験報告会」が実施さ
れます。海外で体験をしてきた経験者の報告を聞くこ
とができます。開催日時や場所は、ポータルサイト
UNIPAを確認してください。

Q

A

半年以上留学した場合、2年あるいは
4年で卒業することはできますか？

大学のプログラムであれば、流通科学部とフード・マ
ネジメント学科は可能ですが、他の学部・学科ではで
きません。

Q

A

休学して長期留学をしたいと
思っていますが、休学期間中の学費や
日本学生支援機構の奨学金は
どうなるのでしょうか？

休学期間中は、授業料と実験・実習費は納入免除とな
ります。ただし、維持・充実費は納入しなければなりま
せん。半期で7.5万円～15万円です（学部学科で異な
る）。日本学生支援機構の奨学金は、休学中は支給さ
れません。詳しくは学生部に相談してください。

Q

A

海外研修や長期留学に行く場合、
どのくらいの費用がかかりますか？

〈協定校での海外研修〉研修費用は、英語圏で約40
万円～60万円、台湾で約13万円ですが、奨学金が支
給される場合もあります（条件あり）。

〈協定校での長期留学〉授業料、渡航費などの奨学金
が支給される場合もあります（奨学金の金額は、留学
先により異なる）。

Q

A

英語に自信がないのですが、
海外研修に参加できますか？

参加できます。ただし、事前に英語学習をしておく方
が、充実した海外研修になることは確かです。日々の
英語の授業はもちろん、キャンパスには英語を学ぶ環
境が整っています（語学カフェなど、P11参照）。この機
会にぜひ英語にチャレンジしてください！

Q

A

※他に、何か質問がある場合は、学生部（2号館3階学生支援センター内）に相談してください。

渡 航 中
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［お問い合わせ］
　〒814-0198　福岡市城南区別府5-7-1
　学生部（2号館3階 学生支援センター内）
　TEL：092-851-2593　FAX：092-851-6514
　E-mai：gakusei@nakamura-u.ac.jp

海外で学ぼう！

2022 Guide to Study Abroad

背景、ダミー色調まだ（決定してから）
↓

海外で学ぼう　表紙 4－ 1　CMYK　前田　立山 背なし（仮）


