※実施時期や募集時期には予定を掲載しています。

語学 …語学研修

※ここでの「全学生」
「全学群生」
「大学院生」は基本的に
正規生を意味します。

実習 …海外実習

2020年度
実施予定

※大学院課程の改組再編により、学位プログラム制へ移
行しましたが、学位プログラムに所属する学生は、交流

イン …インターンシップ

対象教育組織を前身となる研究科で読み替えるように

…その他のプログラム

してください。

夏期語学研修プログラム（オックスフォード大学）
派遣先（国・地域）▶イギリス

午前中は主に英語の４技能を総合
的に活用する訓練を行い、午後は英
国やオックスフォードに関わる文化、
社会、歴史などのテーマについて講
義と演習を受講する。学修の成果と
して、最後にペアによるプレゼンテー
ションを公開で実施する。
ハートフォ
ードカレッジの学寮に滞在し、現地
学生との交流を行う。

言語▶英語

■実施時期／8〜9月（20日間程度）
■対 象 者／全学生（大学院生を含む）
■募集人数／10名
■説 明 会／5月頃
■募集時期／5〜6月
■単
位／3単位
■費
用／約60万円
（航空券代、宿泊費等含む）

■問い合わせ先 グローバルコミュニケーション教育センター
英語担当教員 久保田 章
kubota.akira.gn{#}u.tsukuba.ac.jp

語学

中国語夏期短期研修（湖南大学）
派遣先（国・地域）▶中国

■実施時期／8〜9月（20日間程度）
■対 象 者／全学生（大学院生を含む）
■募集人数／6名
■説 明 会／5月頃
■募集時期／5〜6月
■単
位／3単位
■費
用／約25〜30万円
（航空券代、宿泊費等含む）

語学

筑波大学セブ島語学研修（夏期）
派遣先（国・地域）▶フィリピン

言語▶英語

ASIPフィリピン国際研修（英語）
（アテネオ・デ・マニラ大学）
派遣先（国・地域）▶フィリピン

本学協定校であるアテネオ・
デ・マニラ大学を訪問し、授業
参加、
プレゼンテーション、学
生・文化交流を行います。
また、
同大学付属語学学校で、短期
集中英語研修を行います。

言語▶英語

■実施時期／2月下旬〜3月上旬（3週間程度）
■対 象 者／全学生（ASIP生優先）
（大学院生を含む）
■募集人数／12名程度
■説 明 会／10月中旬
■募集時期／10月中旬〜10月下旬
■単
位／未定（ありの場合、後日周知予定）
■費
用／約20〜25万円
（航空券代、宿泊費等含む）
※奨学金応募可能

■問い合わせ先 地域研究イノベーション学位プログラム
（ASIP）
ASIP事務局 asip-ofﬁce{#}ml.cc.tsukuba.ac.jp

語学

筑波大学セブ島語学研修（春期）
派遣先（国・地域）▶フィリピン

言語▶英語

語学

筑波大学夏期海外英語研修
派遣先（国・地域）▶未定

言語▶英語

派遣先（国・地域）▶ドイツ

言語▶ドイツ語

4週間の語学研修プログラムに参加 ■実施時期／8〜9月（25日間程度）
し、
ドイツ語と現地文化について学ぶ。■対 象 者／全学生（大学院生を含む）
■募集人数／5名
■説 明 会／前年度の5月頃
■募集時期／前年度の1月頃
■単
位／3単位（学群生のみ）
■費
用／約36万円
（航空券代、宿泊費等含む）
■問い合わせ先 グローバルコミュニケーション教育センター
ドイツ語担当教員 ルーデ マルクス
rude.markus.fn{#}u.tsukuba.ac.jp

語学

筑波大学春期海外英語研修
派遣先（国・地域）▶未定

言語▶英語

海外の大学付属機関等における英 ■実施時期／8〜9月（3〜5週間）
語研修。
■対 象 者／全学生（大学院生を含む）
■募集人数／各コース10名程度
■説 明 会／4月
■募集時期／4〜5月
■単
位／3単位（学群生で希望者のみ）
■費
用／約45〜55万円
（研修先により異なる）
※奨学金応募可能

海外の大学付属機関等における英 ■実施時期／2〜3月（3〜5週間）
語研修。
■対 象 者／全学生（大学院生を含む）
■募集人数／各コース10名程度
■説 明 会／10月
■募集時期／10〜11月
■単
位／3単位（学群生で希望者のみ）
■費
用／約45〜55万円
（研修先により異なる）
※奨学金応募可能

■問い合わせ先 学生交流課 海外留学担当 isc-kaigai{#}un.tsukuba.ac.jp

■問い合わせ先 学生交流課 海外留学担当 isc-kaigai{#}un.tsukuba.ac.jp

実習

医学類忠南大学校での実習
派遣先（国・地域）▶韓国

言語▶英語

実習

短期海外研修

■問い合わせ先 グローバルコミュニケーション教育センター
中国語担当教員 池田 晋 ikeda.susumu.ge{#}u.tsukuba.ac.jp

語学

夏期ドイツ語研修（バイロイト大学）

Workshop on Infection Diagnosis
派遣先（国・地域）▶ベトナム

言語▶英語

セブ島の語学学校における集中英語 ■実施時期／3月（4週間程度）
研修。
■対 象 者／全学生（大学院生を含む）
■募集人数／10名程度
■説 明 会／11月
■募集時期／11〜12月
■単
位／3単位（学群生で希望者のみ）
■費
用／約25〜30万円
（航空券代、宿泊費等含む）
※奨学金応募可能

忠南大学校での臨床実習。

■実施時期／夏季休業中
■対 象 者／医学類4・5年生
■募集人数／5名程度
■説 明 会／未定
■募集時期／4月
■単
位／なし
■費
用／実施期間による

東南アジアで特に問題となっている
薬剤耐性菌問題について学ぶ。現地
大学生や社会人とともにバイオテク
ノロジーセンターで実施する耐性菌
同定法の修得や解決法を考えるワ
ークショップに参加する。

■問い合わせ先 学生交流課 海外留学担当 isc-kaigai{#}un.tsukuba.ac.jp

■問い合わせ先 学生交流課 海外留学担当 isc-kaigai{#}un.tsukuba.ac.jp

■問い合わせ先 医学類 PCME室

curmang{#}md.tsukuba.ac.jp

■問い合わせ先 医学医療系 森川 一也
morikawa.kazuya.ga{#}u.tsukuba.ac.jp

夏期英語研修（プリンスエドワード島大学）
派遣先（国・地域）▶カナダ

言語▶英語

カザフスタン海外語学研修（アルファラビ・カザフ国立大学）
派遣先（国・地域）▶カザフスタン

■実施時期／2〜3月（30日間程度）
■対 象 者／全学生（大学院生を含む）
■募集人数／15名
■説 明 会／未定
■募集時期／10〜11月
■単
位／3単位
■費
用／約7〜10万円
（航空券代、宿泊費等含む）

■問い合わせ先 Ge-NIS+「日本財団 中央アジア・日本人材育成プロジェクト」
オフィス
info{#}genis.jinsha.tsukuba.ac.jp

■実施時期／9月（25日間程度）
■対 象 者／全学生（大学院生を含む）
■募集人数／10名
■説 明 会／未定
■募集時期／5〜6月
■単
位／3単位
■費
用／約25〜35万円
（航空券代、宿泊費等含む）

■問い合わせ先 グローバルコミュニケーション教育センター
ロシア語担当教員 加藤 百合 kato.yuri.ge{#}u.tsukuba.ac.jp

実習

ベトナム医療研修

派遣先（国・地域）▶ベトナム

言語▶英語

実習

Experimental Course in Biotechnology in Medicine
派遣先（国・地域）▶ベトナム、インドネシア

言語▶英語

ベトナムの拠点病院（チョーライ病 ■実施時期／7〜8月（10日間程度）
院・ホーチミン市医科薬科大学等） ■対 象 者／医学類5年生
での研修。
■募集人数／5〜6名程度
■説 明 会／未定
■募集時期／5月頃
■単
位／1単位
■費
用／14万円

医 療 科 学 実習及 ■実施時期／1月（4〜10日間程度）
び生命科学ワーク ■対 象 者／医療科学類・
ショップ。
人間総合科学研究科フロンティア医科学専攻・
生命システム医学専攻・疾患制御医学専攻
■募集人数／8名程度
■説 明 会／未定
■募集時期／10月頃
■単
位／3単位
■費
用／16万円

■問い合わせ先 医学医療系 平松 祐司
yuji3{#}md.tsukuba.ac.jp

■問い合わせ先 人間総合科学研究科 医学医療系
kiongho{#}md.tsukuba.ac.jp

実習

国際農業研修Ⅰ（東南アジアの協定校）
派遣先（国・地域）▶東南アジア

海外の協定校及び企業等において、
講義・体験実習・野外調査を通じて
当該国における農業の特色及び地
域性などを学び、
さらに現地の学生・
教員・企業者との交流を通じて国際
的な視野に立ったキャリア意識を醸
成する。

言語▶英語

■実施時期／夏季もしくは春季休業中（10日間）
■対 象 者／全学群生
■募集人数／30名
■説 明 会／プログラム実施3〜4ヵ月前に
説明会または掲示にて内容紹介
■募集時期／プログラム開始2〜3ヵ月前まで
■単
位／2単位
■費
用／11〜15万円
（各種奨学金応募可能）

■問い合わせ先 生命環境系 野村 名可男
nomura.nakao.fa{#}u.tsukuba.ac.jp

実習

Kiong Ho

日本・スロベニア学生異文化理解短期研修プログラム
派遣先（国・地域）▶スロベニア共和国

リュブリャーナ大学での研修プログ
ラムに参加し、
日本に関するテーマで
プレゼンテーションを行い、学術交
流を図る。
また、
スロベニア語を学び
ながら、現地の学生と協働で文化施
設や教育機関の訪問や日本語教育
の現場体験を行う。

言語▶日本語、英語

■実施時期／3月上旬（3週間）
■対 象 者／人文・文化学群生、
社会・国際学群生、人間学群生
■募集人数／5名
■説 明 会／5月11日、12日
■募集時期／5月11日〜22日
■単
位／3単位
■費
用／約25万円
（航空券代、宿泊費、生活費等）

海外安全危機管理

アルファラビ・カザフ国立大学にて、
ロシア語及びカザフ語を集中的に学
修する。滞在中は語学研修のほか、
当該大学での学生ラウンドテーブル
の実施、現地駐在の日系企業への訪
問等を通じて、現地学生やグローバ
ル社会の最前線で活躍するビジネス
パーソンらと交流する。

言語▶ロシア語

サンクトペテルブルグ国立大学にて、
ロシア語研修を行う。滞在中はホー
ムステイをし、実践的なロシア語運
用能力の獲得を目指す。
この他、
日本
国総領事館、
サンクトペテルブルグ日
本センター、
ヴァラーム修道院、
ノヴ
ォデーヴィチィ女子修道院等を訪問
し、現地在住の日本人や、現地生徒・
学生らと交流する。

言語▶ロシア語

奨学金

語学

taketani.etsuko.fm{#}u.tsukuba.ac.jp

派遣先（国・地域）▶ロシア

体験談

■問い合わせ先 人文社会系 竹谷 悦子

サンクトペテルブルグ夏期語学研修
（サンクトペテルブルグ大学）

留学に向けて

英語語学研修と異文化交流を目的 ■実施時期／7〜8月（3週間程度）
とした３週間の留学体験プログラム ■対 象 者／全学生（大学院生を含む）
（比較文化国際研修Ⅱ）。
■募集人数／15名
■説 明 会／4月
■募集時期／4〜5月
■単
位／3単位
■費
用／約46万円
（授業料、航空券代、宿泊費等含む）

語学

教育プログラム参加型海外留学

■実施時期／8月（1週間程度と事前学修）
■対 象 者／全学群生
■募集人数／6名程度
■説 明 会／未定
■募集時期／4月頃
■単
位／1〜2単位
■費
用／13万円

セブ島の語学学校における集中英語 ■実施時期／7〜8月（4週間程度）
研修。
■対 象 者／全学生（大学院生を含む）
■募集人数／10名程度
■説 明 会／5月
■募集時期／4〜5月
■単
位／3単位（学群生で希望者のみ）
■費
用／約25〜30万円
（航空券代、宿泊費等含む）
※奨学金応募可能

語学

協定︵学生交流︶一覧

湖南大学外国語与国際教育学院に
おいて中国人教員による中国語の授
業を受講し語学力を高めるとともに、
実習や見学、及び湖南大学学生チュ
ーターとの交流を通じて、中国文化
に理解を深める。

言語▶中国語

語学

Campus-in-Campus

他

語学

協定校への交換留学の流れ

短期海外研修

■問い合わせ先 人文社会系 澤田 浩子
sawada.hiroko.gb{#}u.tsukuba.ac.jp
※メールアドレスの{#}は@に差し替えて送信してください。
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実習

海外プロジェクト研修

派遣先（国・地域）▶中央アジア

中央アジアを訪問し、現地協定大学
との学生ラウンドテーブルの企画・運
営や外交官、
ビジネスパーソン、国際
機関職員らとの交流を通じて、ロシ
ア語圏の経済・社会や自らのキャリ
ア構築について理解を深める。

語学 …語学研修

実習

言語▶英語・ロシア語

米国の協定校及び企業等において、
講義・体験実習・野外調査等を通じ
て当該国における農業の特色及び地
域性などを学び、
さらに現地学生・教
員・企業者との交流を通じて国際的
な視野に立ったキャリア意識を醸成
する。

■問い合わせ先 Ge-NIS+「日本財団 中央アジア・日本人材育成プロジェクト」
オフィス
info{#}genis.jinsha.tsukuba.ac.jp

実習

看護の探究：グローバルヘルスリーダーシッププログラム

実習

国際交流ワークショップ「Development of Living Environments in the Course of
Metropolitan Transformation」
（ボーフム大学及びトロント大学）
派遣先（国・地域）▶カナダ、ドイツ

■問い合わせ先 看護学類 医学医療系 杉本 敬子
ksugim3{#}md.tsukuba.ac.jp

■問い合わせ先 システム情報系

国際農業研修Ⅲ（ボルドー大学）

■実施時期／夏季もしくは春季休業中（10日間）
■対 象 者／全学群生
■募集人数／10名
■説 明 会／プログラム実施3〜4ヵ月前に
説明会または掲示にて内容紹介
■募集時期／プログラム開始2〜3ヵ月前まで
■単
位／2単位
■費
用／約20万円（各種奨学金応募可能）

■問い合わせ先 生命環境系 野村 名可男
nomura.nakao.fa{#}u.tsukuba.ac.jp

実習

ロシア語圏諸国・海外医療視察研修

派遣先（国・地域）▶ロシア、ベラルーシ等ロシア語圏諸国
言語▶英語、ロシア語等
■実施時期／3月（10日間程度）
■対 象 者／医学類、看護学類、医療科学類
■募集人数／6〜8名程度
■説 明 会／未定
■募集時期／11月頃
■単
位／医学類、医療科学類：1単位
看護学類：なし
■費
用／派遣先による

ボルドー大学での ■実施時期／9〜11月（3ヵ月弱）
科目履修及びラボ ■対 象 者／フロンティア医科学学位プログラム
インターンシップ。 ■募集人数／若干名
■説 明 会／4月（新入生オリエンテーション時に実施）
■募集時期／4月
■単
位／6〜9単位
■費
用／未定（渡航費、現地生活費等自己負担）
■問い合わせ先 フロンティア医科学学位プログラム 医学医療系
t-kogane{#}md.tsukuba.ac.jp

実習

ロシア語圏諸国・海外医療実務研修

派遣先（国・地域）▶ロシア、ベラルーシ等ロシア語圏諸国
言語▶英語、ロシア語等

ロシア語圏諸国の医療機関での実 ■実施時期／4〜6月（6週間）
務研修。
■対 象 者／医学類6年生
■募集人数／10名程度
■説 明 会／未定
■募集時期／4年次の2月頃
■単
位／なし
■費
用／派遣先による
■問い合わせ先 Ge-NIS+「ロシア・日本人材育成プロジェクト」
オフィス
medical{#}genis.jinsha.tsukuba.ac.jp

図書館情報学海外研修助成（学生自身の企画による海外研修）

派遣先（国・地域）▶紛争地域及び治安が極度に不安定な地域を除く海外
言語▶研修渡航目的の達成に必要な言語
■実施時期／7月1日〜3月15日
■対 象 者／図書館情報メディア研究科／情報学学位プログラム
及び知識情報・図書館学類生
■募集人数／3名程度
■説 明 会／5月頃募集掲示
■募集時期／6月
■単
位／なし
■費
用／企画による（20万円まで支援）

■問い合わせ先 図書館情報メディア研究科／情報学学位プログラム・
知識情報・図書館学類
図書館情報エリア支援室 学生支援 shien-1{#}ml.cc.tsukuba.ac.jp

実習

医学類M6海外臨床実習

派遣先（国・地域）▶希望派遣国
言語▶英語、その他派遣国の言語

海外での医療機関での臨床実 ■実施時期／4〜6月（6週間）
習。
■対 象 者／医学類6年生
■募集人数／10名程度
■説 明 会／4年次の2月
■募集時期／4年次の2月頃
■単
位／なし
■費
用／派遣先による
■問い合わせ先 医学類 PCME室
curmang{#}md.tsukuba.ac.jp

言語▶英語

■問い合わせ先 社会人大学院等支援室
国際経営プロフェッショナル専攻（教務担当）
kyomu̲mbaib{#}un.tsukuba.ac.jp

■問い合わせ先 担当教員または図書館情報エリア支援室学群教務
gakumu-k{#}ml.cc.tsukuba.ac.jp

イン

SDGsインターンシップ in Malaysia
（マレーシア工科大学）
派遣先（国・地域）▶マレーシア（クアラルンプール） 言語▶英語

現地の環境現場視察と他大学生を
交えたSDGsをテーマとしたグルー
プディスカッション、研究関連の口頭
発表（院生のみ）。

■実施時期／2021年2月下旬（7日間程度）
■対 象 者／全学生（大学院生を含む）
■募集人数／15名
■説 明 会／2020年11月、
12月
■募集時期／2020年11月下旬〜12月中旬
■単
位／なし
■費
用／14万円程度
（場合によって10万円補助）

イン

海外インターンシップ

派遣先（国・地域）▶スイス

国際的な視野を持ち、
自然保護の現
場で活躍することのできる学生を育
てることを目的に、国際自然保護連
合（ICUN）や国連教育科学文化機
関（UNESCO)、生物多様性条約事
務局等の海外に事務所をおく国際
機関において6ヵ月間滞在し、
インタ
ーンシップを行う。

言語▶英語

日米研究インスティテュート（USJI）インターンシップ
派遣先（国・地域）▶アメリカ
言語▶日本語（ただし英語のみでも受入可）

USJIワシントンD.C.本部において、USJIが企画・主催する各イベントの業務補助等。詳細
については、USJIのウェブサイトを参照。http://www.us-jpri.org/
■実施時期／1〜3ヵ月程度で週2〜3日間程度（1日あたり3〜5時間程度）
※1ヵ月未満の場合は相談ください。
■対 象 者／全学生（大学院生含）
※主に日本人学生
■募集人数／先着順のため、時期によっては受入れられない場合がある。
■説 明 会／なし。随時電話またはメールにて相談可能。
■募集時期／随時
■単
位／1単位（「国際インターンシップ」科目履修の場合）
※USJIの事前承認が必要
■費
用／渡航費、生活費、宿泊費、滞在中の保険、入国査証等は自己負担。
現地交通費（滞在先とオフィス間の往復交通費及び業務に伴う
交通費）はUSJIが補助。

■実施時期／2〜7月
■対 象 者／自然保護寄附講座履修生
■募集人数／1名
■説 明 会／4月
■募集時期／4月
■単
位／5単位
■費
用／旅費、滞在費を支弁

■問い合わせ先 自然保護寄附講座事務局
nature{#}heritage.tsukuba.ac.jp

イン

イン

■実施時期／9月（10日間程度）
■対 象 者／知識情報・図書館学類(3・4年生)
■募集人数／3名程度
■説 明 会／前年度12月
■募集時期／前年度1月
■単
位／2単位
■費
用／派遣先による
（航空券代+3万円支援）

ボルドー大学短期留学プログラム
派遣先（国・地域）▶フランス

言語▶英語

■問い合わせ先 国際室 USJI担当者 Tel：029-853-2229
global{#}un.tsukuba.ac.jp

イン

海外インターンシップ

派遣先（国・地域）▶中央アジア

言語▶英語、ロシア語等

ボルドー大学（フランス）に3週間程 ■実施時期／3月（3週間程度）
度留学し、情報技術に関連するプロ ■対 象 者／情報科学類 1〜３年生
ジェクトに従事する
（プロジェクトの ■募集人数／4名程度
内容については受入れ先と調整の上、■説 明 会／5月
募集時に提示する）。
■募集時期／6月予定
■単
位／2単位
■費
用／学類等による支援を予定

在外の企業、研究所、非営利団体、 ■実施時期／原則として春季休業中
教育機関等で実際の業務に一定期
（2〜4週間程度）
間従事し、海外での仕事に必要な語 ■対 象 者／全学群生（大学院生応相談）
学力、及び国際交渉力などの伸長を ■募集人数／3名
目指す。
■説 明 会／未定
■募集時期／未定
■単
位／2単位
■費
用／派遣先による

■問い合わせ先 情報科学類 国際交流委員会
int-exchg{#}cs.tsukuba.ac.jp

■問い合わせ先 Ge-NIS+「日本財団 中央アジア・日本人材育成プロジェクト」
オフィス
info{#}genis.jinsha.tsukuba.ac.jp

イン

On the Job Practice（International）
派遣先（国・地域）▶未定

現地/国際NGOやJICA等のインタ
ーン/ボランティア・スタッフとして、
16週間（1日7時間）程度の活動に
従事する中で課題の本質を学ぶ。

言語▶英語、他

■実施時期／4〜3月（16週間）
■対 象 者／スポーツ国際開発学共同専攻
■募集人数／未定
■説 明 会／未定
■募集時期／未定
■単
位／6単位
■費
用／自己負担

■問い合わせ先 スポーツ国際開発学共同専攻
体育芸術エリア支援室大学院教務
daigakuin.taigeiss{#}un.tsukuba.ac.jp

イン

TIAS Internship

派遣先（国・地域）▶未定

言語▶英語、他

4週間以上のインターンシップ先を ■実施時期／2〜3月または7〜9月（4週間）
決定し、
スポーツ組織や競技大会な ■対 象 者／スポーツ・オリンピック学
どの現場における実践的知識を学び
学位プログラム
ながら、
キャリアパスの構築につなげ ■募集人数／未定
る。
■説 明 会／未定
■募集時期／未定
■単
位／4単位
■費
用／未定

海外安全危機管理

諸外国の図書館や情報メディ
アに関する状況を学び、諸外国
の図書館情報学に関する知見
を深めることを目的とした学生
が自ら主体的に企画した海外
研修に対し助成を行う。

小金澤 禎史

派遣先（国・地域）▶韓国、台湾、中国、ドイツ

海外における図書館・情報センター
において、情報の収集、処理、提供に
関する業務の実際を理解する。
日本
の図書館・情報業務と同じ点、異な
る点を体験し、相対的な視野を養う。
職員や利用者との交流を通して、外
国の文化、慣習、考え方を学ぶ。

奨学金

実習

言語▶英語

国際インターンシップ

体験談

■問い合わせ先 Ge-NIS+「ロシア・日本人材育成プロジェクト」
オフィス
medical{#}genis.jinsha.tsukuba.ac.jp

筑波大学-ボルドー大学間の神経科学分野における
共同教育・研究推進プログラム

イン

異なる業種のグローバル企業から提 ■実施時期／未定（1週間程度）
示される課題に対し、事前セミナー ■対 象 者／国際経営プロフェッショナル専攻
を通じて提案準備を行い、現地にて
（事前セミナー受講者に限る）
プレゼンテーションを行う。訪問企 ■募集人数／最大10名
業数は10社前後。
■説 明 会／4月頃
■募集時期／4月頃
■単
位／1単位
■費
用／未定

■問い合わせ先 国際連携持続環境科学専攻
環境防災研究棟1階 専攻事務室 渡邉
jmses{#}outlook.jp 内線 7488

藤井 さやか fujii{#}sk.tsukuba.ac.jp

派遣先（国・地域）▶フランス

言語▶英語

留学に向けて

ロシア語圏諸国の交流医科大学提
携医療研究機関を訪問し、言語・文
化・社会・医療制度への理解を深め、
将来のキャリア形成に役立てる。

実習

■実施時期／未定（1週間程度）
■対 象 者／社会工学ワークショップまたは社会工学
ファシリテータプログラム履修者
（主としてシステム情報工学研究科
社会工学専攻対象）
■募集人数／15名程度
■説 明 会／4月
■募集時期／授業登録時期 ■単
位／2単位
■費
用／20〜30万円（自己負担）

派遣先（国・地域）▶未定

教育プログラム参加型海外留学

欧州の協定校及び企業等において、
講義・体験実習・野外調査等を通じ
て当該国における農業の特色及び地
域性などを学び、
さらに現地の学生・
教員・企業者との交流を通じて国際
的な視野に立ったキャリア意識を醸
成する。

言語▶英語

言語▶英語

Overseas Business Studies

…その他のプログラム

短期海外研修

ボーフム大学及びトロント大学で都
市計画を学ぶ大学院生とともに、都
市計画・開発事例の現地視察、
フィ
ールドワーク、
グループワークを行う
ことにより国際的文脈の中で都市計
画への理解を深める。
どちらか1ヵ国
のみの実施となる可能性がある。
ま
た日本で行うワークショップへの参
加も求められる。

派遣先（国・地域）▶フランス

■実施時期／夏季もしくは春季休業中（40日間）
■対 象 者／全学群生
■募集人数／10名
■説 明 会／プログラム実施3〜4ヵ月前に
説明会または掲示にて内容紹介
■募集時期／プログラム開始2〜3ヵ月前まで
■単
位／2単位
■費
用／約40万円（各種奨学金応募可能）

■問い合わせ先 生命環境系 野村 名可男
nomura.nakao.fa{#}u.tsukuba.ac.jp

アメリカ・イリノイ ■実施時期／アメリカ：6〜8月（2〜3ヵ月程度）
大学シカゴ校での
ベトナム、モンゴル：10月（10日間程度）
医療英語、国際保 ■対 象 者／看護学類4年生
健、病院実習研修。 ■募集人数／アメリカ：5名程度
ベトナム・ホーチ
ベトナム、モンゴル：10名程度
ミン 市 医 科 歯 科
大学他、協定大学 ■説 明 会／1〜2月頃 ■募集時期／1〜2月頃
■単
位／2単位
での看護実習。
■費
用／実施期間と派遣先による

実習

実習

言語▶英語

他

協定︵学生交流︶一覧

派遣先（国・地域）▶アメリカ、ベトナム、モンゴル
言語▶英語

派遣先（国・地域）▶アメリカ

イン …インターンシップ

Campus-in-Campus

■実施時期／夏季休業中（10日〜2週間程度）
■対 象 者／全学群生（大学院生応相談）
■募集人数／15名
■説 明 会／未定
■募集時期／未定
■単
位／2単位
■費
用／10〜15万円
（渡航費、奨学金支援有）

国際農業研修Ⅳ（ユタ州立大学）

実習 …海外実習

協定校への交換留学の流れ

短期海外研修（2020年度 実施予定）

■問い合わせ先 スポーツ・オリンピック学学位プログラム TIAS事務室
tias-admin{#}un.tsukuba.ac.jp
※メールアドレスの{#}は@に差し替えて送信してください。
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イン

語学 …語学研修

FAOインターンシッププログラム（国際連合食糧農業機関）
派遣先（国・地域）▶日本を含む世界各国の地域事務所

他

言語▶英語

I'll y
d
Stu e
h
t ld
wor

エジプト日本科学技術
大学においてアラビア
語を学ぶとともに、現
地体験型学修を通じて
エジプトの文化・歴史・
社会を理解する。
https://ejust.edu.e
g/e-just-summer-pr
ogram-2019/

■問い合わせ先 生命環境系 野口良造
noguchi.ryozo.gm{#}u.tsukuba.ac.jp

他

国立台湾大学との学生交流プロジェクト
派遣先（国・地域）▶台湾

■実施時期／7月（3日間）
■対 象 者／全学群生
■募集人数／20名
■説 明 会／なし
■募集時期／4月頃
■単
位／なし
■費
用／約7万円
※はばたけ!筑大生による
旅費支援（上限5万円）を
予定

他

■問い合わせ先 国際室 森尾 貴広 Tel：029-853-6263
morio.takahiro.fu{#}u.tsukuba.ac.jp

他

TAG-AIMSプログラム（ASEAN横断型グローバル課題挑戦的教育プログラム）
派遣先（国・地域）▶インドネシア、カンボジア、タイ、フィリピン、ブルネイ、ベトナム、
マレーシア、ミャンマー、ラオスにある27のパートナー大学
言語▶英語

東南アジアのパートナー大学へ ■実施時期／4〜6ヵ月間（ASEANパートナー大学での1学期間）
１学期間
（約４ヵ月間)の留学を
ASEAN第1学期：8・9〜12・1・2月、
ASEAN第2学期：1・2〜4・5・6月
し、
東南アジアにおける諸問題、 ■対 象 者／全学群生 ■募集人数／25名
及び日本とアセアンとの協力体 ■説 明 会／毎学期実施
制に関する理解を深め、
グロー
（グローバル・コモンズ機構ウェブサイト、
学内掲示板などで告知）
バルな諸問題に対応できる人
物を養成することを目的とした ■募集時期／留学約4ヵ月前まで
位／10〜15単位（筑波大学での必修科目2単位あり）
プログラム。
その他、
ASEANか ■単
用／奨学金月額6〜7万円（JASSOの規定に適合する学生対象）
らの受入学生との交流活動やミ ■費
ーティングへ参加する必要あり。
※その他の経費は自己負担
■問い合わせ先 生命環境系 野村 名可男
nomura.nakao.fa{#}u.tsukuba.ac.jp

国連ユースボランティア・プログラム

派遣先
（国・地域）
▶アジア・アフリカ等の国連機関
言語▶英語

他

デュアル・ディグリープログラム（DDP）との連携による持続
的成長を目指す国際協調時代にふさわしいリーダーとして
活躍できる工学系トランスナショナル人材の育成
(国立台湾大学、ユタ州立大学、ジョモケニヤッタ大学、
ルワンダ大学)
派遣先（国・地域）▶台湾、北米、アフリカ

言語▶英語

■問い合わせ先 グローバル・コモンズ機構 campus-kokusaika{#}un.tsukuba.ac.jp

■問い合わせ先 システム情報系

"Contemporary
European Studies"
（ケルン大学）

派遣先（国・地域）▶ドイツ
言語▶英語
ヨーロッパ研究プログラム。

■実施時期／1年間（半年も可）
■対 象 者／全学群生
■募集人数／5名まで
■説 明 会／4月上旬
■募集時期／4月
■単
位／60ECTS
（1年間で）
■費
用／自己負担（学費は免除）

■問い合わせ先
人文社会系 竹谷 悦子
taketani.etsuko.fm{#}u.tsukuba.ac.jp

■問い合わせ先
https://www.portal.uni-koeln.de/cgsp.html
teach-ofﬁce{#}germanistik.jp

持続的な社会の安全・安心に貢献する
トランスパシフィック協働人材育成プログラム

派遣先
（国・地域）
▶コロンビア、
チリ、
ブラジル、
ペルー、
メキシコ
言語▶英語、
日本語、
スペイン語、
ポルトガル語
渡航前〜帰国後を通じた履修証明プログラム。中南米諸国の協定校にて
短期研修及び交換留学を行う。
その他、事前研修や受入学生との交流、支
援活動に参加する必要あり。

■実施時期／4〜3月
■対 象 者／図書館情報メディア研究科／
情報学学位プログラム
■募集人数／予算上限で打ち切り
■説 明 会／なし
■募集時期／4〜12月（出発の2週間前まで）
■単
位／なし
■費
用／研究科／学位プログラムから支援あり
（支援額は発表区分により決定）

■問い合わせ先 図書館情報メディア研究科／情報学学位プログラム
図書館情報エリア支援室 学生支援
slis-support{#}ml.cc.tsukuba.ac.jp

他

知能機能システム特別演習VII(英語プレゼンテーション)
派遣先（国・地域）▶開催国

知能機能システムの各研
究テーマに関するプレゼン
テーション及びコミュニケ
ーション技術の習得と向上
をはかり、国際学会などに
おいてそれぞれの研究に関
する英語によるプレゼンテ
ーションとコミュニケーシ
ョンを行うことで、単位の
認定を行う。

言語▶英語

■実施時期／国際会議期間
■対 象 者／システム情報工学研究科
知能機能システム専攻・博士後期課程
■募集人数／規定なし
■説 明 会／なし
■募集時期／通年
■単
位／2単位
■費
用／大学負担または自己負担

■問い合わせ先 知能機能システム専攻 学務・カリキュラム委員会
gakumu{#}iit.tsukuba.ac.jp

他

CIEE海外ボランティア

派遣先（国・地域）▶世界35ヵ国

言語▶英語が基本（派遣先による）

世界約35ヵ国で教育体験、環境保 ■詳細はCIEEのウェブサイトで確認、または定
護、社会福祉など約１〜４週間のボ 期的に学内で実施する説明会へ参加すること。
ランティア活動を行い、英語コミュニ ※本学の学生は登録料5,000円免除
ケーション能力を鍛え、異なる文化 【CIEE ウェブサイト】
や言葉を持つ人々との出会いや感動
https://www.cieej.or.jp/exchange/
を実感できるプログラム。

■問い合わせ先 一般社団法人 CIEE国際教育交換協議会
ウェブサイト内の問い合わせフォームまたはTel:03-5467-5503

他

国際日本研究学位プログラム・専攻 学生研究 出張支援
派遣先（国・地域）▶海外

言語▶英語等

■実施時期／春学期（4月1日〜9月30日）
秋学期（10月1日〜3月31日）
■対 象 者／国際日本研究学位プログラム・専攻
■募集人数／予算上限で打ち切り
■説 明 会／なし
■募集時期／春学期、秋学期（年2回） ■単
位／なし
■費
用／国内（関東近隣）
：1万円程度
上記以外の国内：2〜3万円程度
海外：4〜7万円程度
※変更の可能性有

■実施時期／（交換留学）8月または9月（6ヵ月〜1年間）
（短期研修）8月または9月(3週間程度)
■対 象 者／全学生（大学院生を含む）
■募集人数／（交換留学）6名程度 （短期研修）8名程度
■説 明 会／年数回
■募集時期／11月〜1月頃
■単
位／（交換留学）12単位以上※本学での科目履修含む
（短期研修）2単位
■費
用／大学負担または自己負担（各種奨学金応募可能）

国 際日本 研 究 学 位プ
ログラム・専攻に所属
する大 学 院 生が 学 会
等において研究発表を
行う際の出張旅費を支
援することにより、大学
院 生の研 究 活 動を活
性化することを目的と
する。

■問い合わせ先
グローバル・コモンズ機構 latinamerica-pj{#}un.tsukuba.ac.jp

■問い合わせ先 国際日本研究学位プログラム・専攻事務室
Tel: 029-853-4037
ofﬁce{#}japan.tsukuba.ac.jp

他

学会発表支援

派遣先（国・地域）▶国内・海外

言語▶学会における発表言語

知識情報・図書館学類に所属する学 ■実施時期／通年
群生が学会発表を行う出張のため ■対 象 者／知識情報・図書館学類生
の旅費を支援する。
■募集人数／予算上限で打ち切り
■説 明 会／なし
■募集時期／4〜1月（出発の2週間前まで）
■単
位／なし
■費
用／学会による
（年間1名5万円、海外を含む場合
は10万円まで支援）
■問い合わせ先 図書館情報エリア支援室 学群教務
gakumu-k{#}ml.cc.tsukuba.ac.jp

他

Overseas Study Seminar (I~IV)
派遣先（国・地域）▶学生交流協定締結先

Tsukuba Short-term
Study Program (TSSP)
として通年で実施。協定先
のビジネススクールにおい
て、現地の学生とともにプ
ログラムを受講する。

言語▶英語

■実施時期／数日〜最大3ヵ月間
■対 象 者／国際経営プロフェッショナル専攻
■募集人数／若干名
■説 明 会／随時
■募集時期／随時
■単
位／現地での学修時間数により最大4単位
■費
用／派遣先による

■問い合わせ先 社会人大学院等支援室
国際経営プロフェッショナル専攻（教務担当）
kyomu̲mbaib{#}un.tsukuba.ac.jp

他

情報学群海外研修助成

派遣先
（国・地域）
▶紛争地域及び治安が極度に不安定な地域を除く海外
言語▶研修渡航目的の達成に必要な言語

情報学群生を対象として、諸外国に
おける情報、IoT、
メディアなど、広く
情報に関して自発的に学ぶことを支
援することにより、将来の海外留学、
海外での就職につなげる目的とした
学生が自ら主体的に企画した海外
研修に対して助成を行う。

■実施時期／8月1日〜3月15日
■対 象 者／情報学群生
■募集人数／2名程度
■説 明 会／なし
■募集時期／6月頃
■単
位／なし
■費
用／企画による（20万円まで支援）

■問い合わせ先 図書館情報エリア支援室 学生支援
shien-1{#}ml.cc.tsukuba.ac.jp

他

大学院生を対象とした人間総合科学研究科武者修行型学修派遣支援
派遣先（国・地域）▶海外

言語▶派遣渡航目的の達成に必要な言語

大学院生自身の学位論文に関する研究 ■実施時期／8〜3月（最長2週間）
活動（海外の研究者からの研究手法の ■対 象 者／人間総合科学研究科
修得や研究情報の収集、史料・資料収集、■募集人数／10名程度
調査実施等）
を行うために、大学院生自 ■説 明 会／なし
身が派遣先と交渉して計画した派遣を
■募集時期／未定
対象とする。
ただし、国際学会、
シンポジ
位／なし
ウム、セミナー、研究集会及び研修等へ ■単
用／未定
の派遣は対象としない。
また、留学生に ■費
ついては、武者修行型学修の趣旨から母
国への派遣は認めないものとする。

海外安全危機管理

教員・研究者として国内外で活躍することを目
指している大学院生を対象とした、キャリア形
成支援のための海外研修プログラム。
■実施時期／7月または8月（2週間）
■対 象 者／大学院生
■募集人数／10名
■説 明 会／4月
■募集時期／4〜5月 ■単
位／2単位
■費
用／約18万円（授業料、宿泊費込）
※航空運賃は含まない

他

図書館情報メディア研
究 科 ／ 情 報 学 学 位プ
ログラムに所属する大
学 院 学 生が学 術 的な
会 議で研 究 成 果を発
表する際の費用を支援
する。海外での発表や
国際会議に有利になる
配分ルールを適用して
いる。

■問い合わせ先 人間総合科学研究科運営担当
kenkyuuka-unei{#}un.tsukuba.ac.jp

奨学金

派遣先（国・地域）▶カナダ
（プリンス・エドワード島）
言語▶英語

他

派遣先
（国・地域）
▶国内・海外 言語▶学会における発表言語
（主に英語）

言語▶学会等における発表言語

体験談

英語で授業ができる教員養成
のためのTA・TF海外研修
プログラム（海外研究・教育
実践演習 II）カナダ・プリンス
エドワード島大学

亀田 敏弘 kameda{#}kz.tsukuba.ac.jp

図書館情報メディア研究科／情報学学位プログラム学生発表支援

派遣先（国・地域）▶国内・海外

人間総合科学研究科での研究成果 ■実施時期／4〜3月
を演者として学会、研究会、研修会で ■対 象 者／人間総合科学研究科に在籍する
発表する常勤有職者の社会人大学
常勤有職者の社会人大学生
院生に対して、学会等への参加費と ■募集人数／40名
旅費の一部を支援する
（参加費とは、
■説 明 会／なし
参加費、参加登録費等で、論文集代
■募集時期／未定
や昼食代等は含まない）。
■単
位／なし
■費
用／未定

留学に向けて

■実施時期／9〜2月（5ヵ月間）
■対 象 者／全学群生、20歳以上の日本国籍者、心身ともに健康。
成績良好、業務に従事できる英語力を有する、最低限のICTスキル
（Word/Excel/PowerPoint）を有すること等。
■募集人数／最大2名程度
■説 明 会／1月頃
■募集時期／3月中旬頃
■単
位／8単位
■費
用／派遣先による

国内での講義時間から英語を公用語とし、
ディスカッションを意識した Project Based
Learning (PBL) 型の教育を行う。
アフリカへの派遣による1学期間の社会基盤実装プ
ロジェクトや、
デュアル・ディグリープログラム
（DPP）
のもとでユタ 州立大学、国立台湾大
学への派遣による1年間の講義受講や研究活動を実施する。異文化に育った学生たちと
ともに１つの国際共同開発ミッションを立案し、地球規模で普遍的に通用する世界観を
涵養する。
■実施時期／夏季休業、他（70日〜1年間）
■対 象 者／宇宙開発工学演習、宇宙開発工学特別演習、インフラ工学特別演習履修
学生、ダブル・ディグリープログラム学生（学群：理工学群工学システム
学類、物理学類、情報学群情報科学類、大学院：システム情報工学研究科、
数理物質科学研究科）
■募集人数／16名
■説 明 会／3〜4月
■募集時期／3〜4月 ■単
位／2単位〜
■費
用／現地までの交通費＋宿泊費
（2019年度は奨学金による支援あり 北米8万円／月、台湾6万円／月
2020年度については未定）

他

人間総合科学研究科「社会人大学院生に対する支援事業」

教育プログラム参加型海外留学

国連ボランティア計画（UNV: United Nations Volunteers）
との協定に参加する日本
のコンソーシアム大学が連携して、学生を開発途上国へボランティアとして派遣するプロ
グラム。
ボランティアとして派遣される学生は、5ヵ月間、開発途上国を中心としたUNV事
務所等に配属され業務に従事する。業務内容の例としては、
プロジェクト運営や広報活動
を通した、教育・公共衛生・環境・ジェンダー・貧困削減などの活動等。

他

■実施時期／8月下旬（10日間程度）
■対 象 者／全学生（大学院生を含む）
■募集人数／若干名（先着順）
■説 明 会／なし。随時電話またはメールにて相談可能
■募集時期／7月中旬締切
■単
位／なし
■費
用／2,000USD
（アラビア語コース、
アクティビティ各種、宿泊、エジプト国内の
交通費、入場料を含む）、渡航費、保険料等は別。

他

…その他のプログラム

短期海外研修

■問い合わせ先 グローバル・コモンズ機構
campus-kokusaika{#}un.tsukuba.ac.jp

言語▶英語

他

協定︵学生交流︶一覧

国 立 台 湾 大 学の
学生と少人数のグ
ループを作り、オ
ンラインや現地で
のディスカッショ
ン・プレゼンを通
じて国際交流を行
うことを目的とし
たプログラム。

言語▶英語

派遣先（国・地域）▶エジプト

イン …インターンシップ

Campus-in-Campus

FAOの現場スタッフとともにプロジ ■実施時期／FAO側の募集による
ェクトに参加し、FAOのミッションに ■対 象 者／学群３年生以上、年齢30歳未満
沿った活動を行う。
■募集人数／適宜
■説 明 会／適宜
■募集時期／適宜
■単
位／なし
■費
用／FAO側との交渉による
(筑波大学から一部サポートあり）

E-JUST学生サマープログラム

実習 …海外実習

協定校への交換留学の流れ

短期海外研修（2020年度 実施予定）

■問い合わせ先 人間総合科学研究科運営担当
kenkyuuka-unei{#}un.tsukuba.ac.jp
※メールアドレスの{#}は@に差し替えて送信してください。
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