
海外留学説明会
各種留学プログラムご紹介
2022年度の海外留学状況

2022年4月21日（木）



海外留学ついに再開！



海外留学プログラム

短期英語研修
大学の語学学校でアカデミックな雰
囲気の中、様々な国から集まった
学生と集中的に英語を学びます。
対象：学部生
期間：長期休暇中の5週間
単位：１～2単位
注意：TOEIC点数制限あり
その他：好きな時期に留学するプロ
グラムもあります。



海外留学プログラム

サマー／スプリング・プログラム
主に長期休暇期間に、海外の協定校等
との連携で開催される、グループ型の派遣
プログラムです。
対象：プログラムによって異なる
期間：プログラムによって異なる
その他：本学の奨学金プログラムに応募
可能な場合がある

KIT短期国際交流プログラム【登録フォーム】に登録すると、
参加募集の案内がメールで届きます。ぜひご活用ください ⇒



ノースカロライナ州立大学 プログラム
各国の学生と一緒に「異文化適応力」
について学びます。全4回の講座で、前
半は授業、後半はグループでディスカッ
ションをし、課題に取り組みます。
対象：全学年
期間：週1回×4週間

オンライン留学

次回開催については、Webやメールにて参加者を募集します。

参加した学制の体験談動画をMoodleでチェック！



海外留学プログラム

交換留学
授業料不徴収の協定を結んでいる
協定校へ留学し、専門分野を学び
ます。
対象：学部3回生～・大学院生
期間：1セメスター～1年間
単位：認定できる場合がある
注意：半年以上前から準備が必要
その他：本学の奨学金プログラムに
応募可能



海外留学プログラム

グローバルインターンシップ
大学の研究室や研究機関等で実践的
なプロジェクト遂行を体験します。
対象：原則として4回生および大学院生
期間：原則２週間以上～1年以内
その他：本学の奨学金プログラムに応募
可能



海外留学プログラム

トビタテ！留学JAPAN 日本代表プログラム
文部科学省を中心として始まった官民協
働の海外留学支援制度です。
対象：本学の正規日本人学生
奨学金：返済不要 金額は地域によって
異なる（最大16万円）
準備金や授業料も

2021・2022年度の募集は中止、今後の募集は未定

https://tobitate.mext.go.jp/info/document/



国際共同学位プログラム

ダブル・ディグリー・プログラム（DD）
本学と海外大学のどちらでも学び、それぞれの大学の学位を取得します。

ジョイント・ディグリー・プログラム（JD）
本学と海外大学のどちらでも学び、両大学共同の単一の学位を取得します。

 海外大学院へ入学できる

 複数の学位を取得でき、将来のキャリアの選択肢を拡大できる

 授業料は本学への支払いのみ

 奨学金プログラムあり（条件・審査あり）



国際共同学位プログラム

トリノ工科大学 イタリア
材料創製化学専攻（修士）
材料制御化学専攻（修士）

ベニス大学カ・フォスカリ校 イタリア
機能物質化学専攻（修士）
物質・材料化学専攻（博士）

DD

申請期限
７月２９日（金）

DD



国際共同学位プログラム

ロンドン芸術大学 イギリス
デザイン学専攻（修士）

WE-TEAM ベルギー他
先端ファイブロ科学専攻（修士）

第3期生（2023年秋開始）は
2022年12月～募集開始！

we-team.education で検索！
申請期限

４月２２日（金）

DD DD
マルチプル



国際共同学位プログラム

チェンマイ大学 タイ
京都工芸繊維大学・チェンマイ大学
国際連携建築学専攻（修士）

入試は第 I 期のみ！
6月出願・8月入試

春に学内説明会が開催されます

JD

５月下旬に
プログラム説明会を行います



KIT電子工学サマースクール
フランス、カザフスタン、ドイツなど様々な国
からの留学生と一緒に「何かを作り出す」
ミッションをクリアします。
対象：全学年

本学で開催するサマースクール

KIT繊維学スクール＆セミナー
世界各国から繊維学を学ぶ学生が集まり、
日本文化と最先端の研究について学びま
す。多国籍のグループで協力し、課題発表
をします。
対象：全学年
期間：7月29日オンラインセミナー



本学の海外派遣実績



海外派遣実績 : 2014～2019
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海外派遣実績 : 2014～2019
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海外派遣実績 : 2014～2019
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海外派遣実績 : 2014～2019



奨学金について



KITグローバル人材育成プログラム 給付型

対象プログラム：交換留学／グローバルインターンシップ／JD・DD
 JASSO採択プログラム - 月額6～10万円（地域による）
 KIT奨学金 – JASSO採択プログラムに準ずる(2022年度)

 トビタテ！留学JAPAN日本代表プログラム - 月額6万円～16万円
（コース・地域による）

 支給要件あり：奨学金により要件が異なります。詳細は募集要項参照
 申請期限：募集要項参照

募集要項 : 大学ホームページ → 国際交流 → 海外留学希望の方
申請方法 : 国際課留学生係にまずご連絡ください



日本学生支援機構奨学金 2022年4月現在

第一種奨学金（海外協定派遣対象）：無利子
対象：日本学生支援機構の2022年度海外留学支援制度（協定派遣）採用者（3か月以上1年以内）
貸与金額(月額)：国内第一種奨学金と同額

自宅生（最高4万5千円）、自宅外生（最高5万千円）（大学）
博士前期課程（最高8万8千円）、博士後期課程（最高12万2千円）（大学院）

留学時特別増額貸与奨学金（一時金：有利子）： （10万円～50万円（10万円単位）の選択制）
募集期限：留学から3ヵ月以内の毎月10日 →初回交付日 書類提出月の2ヵ月後
※ 国内第一種奨学金との併用貸与不可。（国内第一種奨学金の休止もしくは辞退が必須）

第二種奨学金（短期留学）：有利子
対象：協定に基づく交換留学（3か月以上1年以内）
貸与金額 (月額)：（2万円～12万円（1万円単位）の選択制）（大学）

（5万円・8万円・10万円・13万円・15万円の選択制）（大学院）
留学時特別増額貸与奨学金（一時金）： （10万円～50万円（10万円単位）の選択制）
募集期間 ４月～ ７月留学開始：２０２２年１月 ６日（終了しました）

８月～１１月留学開始：２０２２年４月２２日
１２月～３月留学開始：２０２２年８月１９日

※募集期間は学生情報ポータルにて周知します。
※国内第二種奨学金との併用貸与不可。（国内第二種奨学金の休止もしくは辞退が必須）

担当：学生支援・社会連携課経済支援係



外国政府・海外大学等による奨学金

留学先の国や大学が奨学金制度を実施していることがある

 Erasmus+ 等

 日本学生支援機構 WEBサイトで最新情報を確認する

 留学先大学のWEBサイトまたは担当者へ問い合わせて確認する



海外留学支援制度【大学院学位取得型】

海外の大学で修士・博士の学位取得を目指すためのプログラム
 対象者：本学卒業生又は卒業見込み者

 応募方法：国際課へ申込

 支援内容：授業料相当額（上限あり）
＋月々の奨学金（89,000円～148,000円）

 給付型

 応募時期：9月頃

※ 詳細はJASSOから通知があり次第、学生情報ポータルに掲載します。



留学したいなと思ったら



留学計画をたてる

なぜ留学したいのか？を深く考える
留学計画を立てる
何を学ぶ？いつ？期間は？どこへ？資金は？

本学WEBなどで、情報収集
 TOP＞国際交流＞海外留学希望の方

先生に相談する
国際課留学生係に相談する

平均的に留学準備期間は半年以上 必要です。



情報収集
海外留学説明会（年2回実施）
※現在は個別相談をしています。オンラインも可。

FLY HIGH 海外留学プログラムガイド
本学HP（奨学金情報、協定校情報、留学手続き、体験談）
国際交流室：3号館3階0331講義室入口横（W338号室）

平日9:00－17:00開室

留学準備として出来ること

国際課で留学体験談が
いっぱい詰まった冊子 ⇒



学内でスキルアップ
語学の授業をしっかりと受ける
成績を上げておく （奨学金支給の要件）
 TOEICなどの点数は上げておく（奨学金支給の要件）
Mcafé (留学生とおしゃべり）／ LETオンライン（お昼休みに英会話）
 KITICO（留学生のサポートを通じて異文化交流）
英語以外の語学クラス（フランス語、ドイツ語）※基盤科学系 深田先生まで

学内のサマースクール（海外の学生と本学でプロジェクトを実施）
 電子サマースクール ・ 繊維学サマースクール ・ Kyoto Start-up サマースクール
※ 開催はHP等でお知らせします

留学準備として出来ること

協定校のオ
ンラインプ
ログラムに
参加する



自分でスキルアップ
留学先の大学の授業をオンラインで聞いて、速さに慣れる。
英語の口に慣れる。何回もしゃべらないとコトバは出てこない。
海外の大学の授業では、ディスカッション力が必須。
言語はコミュニケーションツール。知識がないと会話は続かない。
日本の歴史、文化を知る。日本人代表として質問される。
留学先の歴史、文化、タブーを出来るだけ知る。
現地の言葉で基本的な挨拶や生活が出来るようにしておく。
現地の言葉での授業がある場合もある（欧州に多い）

留学準備として出来ること



現在の海外留学の条件について

本学の方針として、派遣予定日の１か月前において、外務省が発表する
危険レベル (感染症含む)２以上の国への留学は原則許可していま
せんが３カ月以上の留学期間で安全面等の条件を満たした場
合に限り特例として許可される場合があります。(交換留学および
JD,DD等の学位に関するプログラムの場合期間の制限はありません。)
 レベル１以下の場合は、前提条件を満たす場合のみ留学が許可されま
す。（詳しくは国際課にお問い合わせください）

2022年4月6日現在

参考URL：https://www.anzen.mofa.go.jp/



Q:留年せずに留学できますか？
課程・専攻や学年により条件が異なります。課程長、専攻長の先生に直接お
尋ねすることをお勧めしています。

よくあるご質問

Q:留学先で獲得した単位は本学でも認定されますか？
課程・専攻により条件が異なります。留学先で開講される授業を事前に調
べ、留学前に学務課と相談してください。

Q:留学をするための資金援助はありますか？
海外留学を支援する奨学金プログラムがあります。国際課留学生係でご相
談のうえ、申請してください。



よくあるご質問（留学費用）
No. 国・地域 留学年 日数 プログラム名 かかった費用

① 台湾
(台北) 2018年 12日 短期サマープログラム 121,000円+α(旅行代、お土産代等々)

奨学金６万受給のため実費は61,000円+α

② フランス
(オルレアン) 2018年 14日 短期サマープログラム 234,550円+α(旅行代、お土産代等々)

奨学金8万受給のため実費は154,550円+α

③ イギリス
(リーズ) 2019年 5週間 短期語学研修 653,000円+α(旅行代、お土産代等々)

学資援助10万受給のため実費は553,000円+α

④ タイ
(チェンマイ) 2021年 6ヶ月 ジョイントディグリィー

プログラム
525,300円+α(旅行代、お土産代等々)
奨学金42万受給のため実費は105,300円+α

⑤ オーストリア
(ウィーン) 2019年 7ヶ月 交換留学 870,000円+α(旅行代、お土産代等々)

奨学金56万受給のため実費は310,000円+α

⑥ デンマーク
(コペンハーゲン) 2021年 10ヶ月 交換留学 1,353,850円+α(旅行代、お土産代等々)

奨学金80万受給のため実費は553,850円+α



相談窓口
国際課留学生係（３号館３階 N３０５）

予 約：学生情報ポータル
＞学生・教職員専用ページ
＞学務課 ＞マイページ

受 付：平日 ９：００～１２：００
１３：００～１７：００

Eメール：go@jim.kit.ac.jp

留学相談受付中

本日の説明会は
Moodleでも

ご覧になれます。

Moodleコース検索
【国際課】

を検索してください。

KIT.Kyoto.International/

mailto:go@jim.kit.ac.jp
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