
Think Globally, Act Locally  留学すれば世界が“全く”変わる  ４年次卒業可能！ 

全学横断型教育プログラム 国際交流プログラム 福岡県ふくおか未来人財育成ビジョン連動プログラム 

福岡県立大学は中国・韓国に焦点化した横断型カリキュラムを提供します。これからの時代、あらゆる産業において求められるのが中国
や韓国の人々とやりとりする能力です。これは単に語学力の向上に留まるものではありません。国際交流プログラムでは、おためし留学
から長期留学の流れの中で、卒業までに下記の力を身につけ、これからの社会で大いに活躍できる存在となることを目指します。 
 
 
                       ①他文化を尊重する力 
                       ②多様な価値を認める力 
                       ③郷土を知り、愛する力 
                       ④臨機応変に対応する力 
                       ⑤中国語・韓国語で表現する力 
 

・おためし韓国留学（１週間） 
・共同教育／放送大学受講 

・イギリス語学研修（３週間） 
・英語スキルアップゼミ（本学） 

・中国長期留学（１年間） 
・韓国長期留学（１年間） 

・国際交流センター・チューター 
・「福岡県青年の翼」にトライ！ 

１年次 ２年次 ３年次 ４年次 

お勧め授業 ・博多まなび学 
・古事記と万葉集 
・韓国の社会と文化 

《おためし韓国留学》 
 ・大邱韓医大学 
 ・威徳大学 
の交流協定校を中心に文化
体験研修をし、①他文化を尊
重する力と、②多様な価値を
認める力の素地を作ります。
教員が帯同するので安心！ 

・日本史概論 
・東アジア関係史 
・中国の社会と文化 

・中国語検定 
・韓国語検定 
・日本語授業ﾁｭｰﾀｰ 

Let’s try! 

《中国／韓国長期留学》 
 ・南京師範大学 
 ・吉林大学珠海学院 
 ・大邱韓医大学 
 ・威徳大学 
 ・三育大学校 
の交流協定校に留学します。
月2万円の補助あり！ 

《チューター》 
長期留学から戻った学生を対
象に、学長より国際交流セン
ター・チューターが委嘱されま
す。本学に留学している中
国・韓国の学生と交流を深め、
自身の経験をさらに磨き、応
用力を高めます。 

お勧め授業 
留学先の語学授業は本学の第２
外国語の単位に読み替えること
が可能です。他の授業も、本学の
自由選択単位として認定可！ 

《４年次卒業ルート》 
総合人間社会コースは４年次卒業可能です。他のコースについても、取
得する資格等の状況により、可能となる場合があります。 
 
《５年次卒業ルート》 
どの学科・コースでも可能です。学科・コースの資格も全て取得できます。
プラスアルファの学生生活（１年間）を世界に羽ばたく力として活かせます。 

《他の長期留学先》 
交流協定校以外に、自分で学びたい大学があれば、そこで学ぶことも可
能です。その際の留学期間については調整可能です。 
 
《長期留学期間の指導》 
指導教員や国際交流推進部会の教員が電子メールやスカイプ等で必要
な情報をやりとりし、遅れのないようにペースを作ります。 

学則 第３１条 外国の大学又は短期大学で学習することを志願する者は、学長の許可を受けて留学することができる。 
        ２ 前項の留学期間は、第 １１条に規定する在学期間に含めることができる。                            V7 
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者からの

「海外語学実習事前指導」で実習が
スムーズにいくよう準備します。

＊留学中は協定校の学生寮に滞在可能です！　＊月2万円の支援費を受けることができます！

イギリスでは3週間英語漬けの生活
です。4人に1人のイギリス人大学生
が入ってディスカッションをします。

第3週目には地元の小学校に行き、
日本の文化を教えます。

日本語学科の学生との合同授業。
インターネットを通じて事前にコミュニケーションを

とっているので、現地でも活発なやりとりができます。

韓国の文化を現地学生が紹介して
くれたり、市内を案内してくれます。

日本語学科の学生に対して、日本の
文化や社会問題を説明したりしま
した。

南京師範大学（中国・南京）　
Nanjing Normal  Univers i ty

交換留学 〈卒業生〉

　助産師を目指しているので、語学
習得だけでなく韓国の産後調理院
（出産後に母子が入る施設）も見学
しました。日本では常識だと考えてい
たことが、一歩外に出たら常識では
なく、多方向から見る大切さを実感！
将来の看護や助産にどう繋げるか、
留学で得たものは大きかったです。

海外語学実習

3週間

　イギリスで現地の人たちに
英語で話す・調べる・伝える体
験を通じて、英語コミュニ
ケーションの力をつけるプロ
グラムです。「福岡県世界に
打って出る若者育成事業」補
助対象に選定されました。

交換留学制度

1年間

大邱韓医大学校（韓国・大邱）　
Daegu Haany Univers i ty

三育大学校（韓国・ソウル）　
Sahmyook Univers i ty

海外語学実習

イギリス

　イギリスで過ごした日々は今でも忘
れられません。現地大学生とのディ
ベート、ホームステイ、観光など語学
実習だからこそできた事が沢山あり
ました。また、三週間という長い期間
で一緒に過ごした友人達との絆を深
めることができました。この経験を無
駄にしたくないと思い、帰国後は英
語の勉強をより一層励んでいます。

Voice

金子 千里さん
人間社会学部 社会福祉学科
県立佐世保西高校［長崎］出身

Voice

交換留学

　交換留学のきっかけは自分の目で
中国という国を見てみたいという些
細な好奇心からでした。留学では今
までの生活で出会うことのなかった
他国の留学生、中国の学生達との
出会いや交流がありました。もちろん、
孤独感や劣等感に苦しんだ時期も
ありますが、その時にしか出来ない
事があり、出会えない人々がいます。
ぜひチャレンジしてみて下さい！

Voice

廣田 麻里亜さん
人間社会学部 公共社会学科
県立八幡南高校［福岡］出身

南京師範大学
Nanjing Normal University

交換留学

　私は高校生の頃から韓国に関心が高かっ
たので、この交換留学制度を知って、絶対留
学したいと思っていました。韓国と日本は近い
国でありながら、様々なところで文化の違い
が見られ、毎日が発見と驚きの連続でした。ま
た、韓国で出会った海外からの留学生たちと
の交流を通して、他の言語の習得意欲も高ま
りました。コミュニケーション力を高め、多くの
人と交流することで、自分の視野を広げてい
くという次の目標も定めることが出来ました。

Voice

窪田 あかねさん
人間社会学部 公共社会学科
県立松山中央高校［愛媛］出身

三育大学校
Sahmyook University

山本 美子さん
看護学部 看護学科
県立田川高校［福岡］出身

大邱韓医大学校
Daegu Haany University

韓国短期研修

今城 紗弥さん
人間社会学部 人間形成学科
県立田川高校［福岡］出身

韓国

　語学だけでなく、韓国の文化や伝
統など日本では学べないことをたくさ
ん経験できました。特に日本語を勉
強している韓国の大学生との交流
は、良い刺激になりました。お互いに
知っている日本語と韓国語を使い合
い、一緒に観光地を巡ったことはとて
も良い思い出です。

Voice

海外からの留学生

　留学期間がすでに半ばを過ぎました。最初
は不安を抱いていましたが、先生方や事務の
皆さんが親切に迎えてくれて、日本の生活に
も慣れてきました。日本人の学生と寮生活をし
ています。４月には、寮の二階の廊下から桜が
きれいに咲いているのを見るのが楽しみでし
た。 留学生活の日々には新鮮な体験が溢れ
ています。この一年間が、私のこれからの人
生にとって、いい経験になると実感しています！

Voice

陸 学　さん

　国際交流プログラムでは、アジア諸国の協定校との交換留学、英語圏での語学実習や
海外研修、学内での留学生との交流会などを通じて異文化を学び、専門的職業人に必要
とされる多様な文化・人々に対する理解力やコミュニケーション力を持つ人を育成します。

　1年間の本学の協定校で語
学や現地の社会事情などを学
びます。また、現地学生・各国
の留学生との交流の機会も多
く設けられています。異なる
文化を背景に持つ人と「共に
働く」「支援する」ことができ
る力を身につけます。

　学生の中には、JICAフィー
ルド・スタディー・プログラム
や福岡県青年の翼に参加した
人もいます。

韓国短期研修

４泊５日

　語学や国際理解科目の学習
意欲を高めることを目的とし
たプログラムです。韓国の協
定校を訪問し、現地の学生と
大学内外で交流を図ります。

英語が苦手
でも大丈夫！

異文化交流の
第１歩！

ローカルだからこそグローバルに

南京師範大学
Nanjing Normal University

アジア文化交流会 語学研修 スキルアップゼミ

本学に来ている留学生とお互いの
言葉・文化を学びます。国際交流セ
ンターも交流を支援します。

「ハワイ語学研修」などを行ってい
ます。

「アカデミック・ライティング」「ディ
スカッション」など1つのテーマに
ついて短期集中で学びます。

自主的な
学習や交流を
支援します！
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