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海外研修プログラム

夏季研修 Summer Vacation

ニュージーランド異文化研修
マレーシア異文化研修
アメリカ シアトル 1ヶ月研修

春季研修 S p r i n g B r e a k

3

年次

半年留学 プログラム

●海外バイオ研修Ⅰ
●海外化学研修Ⅰ

●海外機械工学研修Ⅰ
●海外情報メディア研修

台湾 中国語・バイオ 1ヶ月研修
イギリス 自動車工学研修
シンガポール 創造工学研修
アメリカ サウスシアトルカレッジ
アメリカ グリーンリバーカレッジ
台湾 明道大学

国際センター

●海外航空宇宙学研修
●海外英語研修

夏季研修
NEW!

1

Summer Vacation

夏休み実施
2研修

大学からの補助金支給制度あり！

学生の声から生まれた新海外異文化研修
学生アンケートに寄せらせた①夏休み中に②短期間で③異文化体験ができ④語学も身に
つく研修が欲しい！とうい声を反映して作られた新しい研修です。

ニュージーランド異文化研修

ホームステイ

名門オークランド大学における
英語研修
1883年創立ニュージーランドトップの総合
大学、オークランド大学シティキャンパスでの
英語研修。一人一人の英語力によって6レベ
ルに分かれ、多国籍生徒と共に学習します。
（インターナショナルクラス）

異文化体験
オリジ ナ ル 研 修とし
て、NZ企業視察やNZ
写真提：ELA

歴史文化学習、酪農立

オークランドはかつて
ニュージーランドの 首
都であった歴史を持つ。
治安が良く、暮らしやす
い都市として世界3位
に選ばれています。

D A T A
期間：夏休み2週間
費用：約38万円予定
対象：全学科
単位：「海外異文化研修」
として2単位

国を学ぶSheep World/Honey Center見
学もあります。また、オークランド大学学生と
の交流会等やホームステイではNZの文化を
肌で感じることが出来ます。

2

マレーシア異文化研修
伝統校Tunku Abdul Rahman
University Collegeに
おける英語研修

期間：夏休み2週間

ーシア。マレーシア人の英語力はアジア随一

費用：約31万円予定

今アジアで最も活気のある国のひとつ、マレ
と言われ、
ここで英語を学ぶことは世界を感じ
るのに最適の場所と言えるでしょう。

異文化体験
現地JICA（国際協力
機構）の活動見学や日
系企業見学、
また現地

週末にはゴム農場やコ
ーヒー農場での1泊フ
ァームステイを体 験し
ます。

D A T A

対象：全学科
単位：「海外異文化研修」
として2単位

学生との交流会などがあります。世界遺産の
マラッカを訪れ大航海時代の歴史や文化を学
び、
マレーシア文化を体験しましょう。

※すべての研修／留学費用は前年度実績、
または予定であり変更することがあります。詳細は募集説明会にて。

Schedule
ス ケ ジュー ル

April

May

June

July

August

September

4月

5月

6月

7月

8月

9月

ポスター
掲示

説明会・
申込期間

パスポート等
書類準備

出発前
説明会

研 修 実 施

春季研修

春休み実施
4研修

S pring B reak
大学からの補助金支給制度あり！

専門分野を英語／中国語で学ぼう
理系大学プログラムとしてふさわしい専門分野研修もあるプログラムです。専門研修の前に語学研修もあり、
外国での生活や言葉になれた頃に専門研修が始まるので、安心して参加できます。

1

アメリカシアトル 1ヶ月研修

ホームステイ

D A T A
期間：春休み1ヶ月
費用：約43万円
対象：全学科

海外英語研修

海外化学研修Ⅰ

海外機械工学研修Ⅰ

アメリカの協定大学で行われる英

海外化学研修Ⅰでは、
ＳＳＣにて分

海外機械工学研修Ⅰは、
ＳＳＣにお

語研修は、英語を母国語としない

子模型の作成、化学結合、中和反

いて自動車エンジンの分解組み

外国人に対し、わかりやすく英語

応滴定、未知試料の酸濃度の測

立てを通じた実習型の研修を行

を教えるプロの資格を持った、英

定、酸化還元滴定、未知試料の銅

います。車のエンジン、
トランスミ

語を教えるプロが参加者のレベル

イオンの測定など、実験中心の授

ッション等を使った実習、
ワークシ

にあった授業を行います。

業を英語で行います。

ョップ中心の授業となります。

単位：コースにより
「海外研修英語」
「海外機械工学研修Ⅰ」
「海外航空宇宙学研修」
「海外バイオ研修Ⅰ」
「海外化学研修Ⅰ」
「海外情報メディア研修」
として2単位

経験者の声
●添乗員の方が一緒にいてく
れるので心強く、他の学科
の学生ともとても仲良くな
れました。ホームステイでは
アメリカの日常生活を経験
することができ、
とても新鮮
でした。

海外航空宇宙学研修

海外バイオ研修Ⅰ

海外情報メディア研修

海外航空宇宙学研修は、
ＳＳＣに

海外バイオ研修では、生化学や分

海外情報メディア研修には2つの

おいて航空機エンジンを通じた実

子生物学、生理学などを主体とし

専門研修があります。1つはデジ

習型の研修を行います。日本での

た実験中心の授業を行います。主

ペン工科大学で実施するゲーム

授業と違って、実習、ワークショッ

な実験内容としてはDNAの制限

ディベロップメントを主体とした研

プ中心の授業となります。また航

酵素処理、電気泳動、形質転換（遺

修。もう1つはレイクワシントン工

空機博物館や世界最大規模の航

伝 子 組 換 え）、P C R（ 遺 伝 子 増

科大学にて実施する2次元グラフ

空機製造メーカー・ボーイング社

幅）、酵素免疫測定法（ELISA)、解

ィックデザイン研修です。また、マ

の見学にも訪れます。

剖（羊の脳、豚の胎児）
などです。

イクロソフトビジタセンターなど

●ホストファミリーが大好きす
ぎて、お別れがかなり辛かっ
た！これからもフェイスブッ
クなどで連絡を取り合って、
ずっとFamilyでいたいで
す。
●英語が苦手で研修前はとて
も不安でしたが、3週間の英
語 研 修 で 英 語に慣 れた の
で、専門研修の頃には先生
の話が理解できるようにな
りました。

への訪問も行います。

Schedule
ス ケ ジュー ル

October

November

December

January

10月

11月

12月

1月

ポスター
掲示

説明会
実施

申込期間

パスポート等
書類準備

2

台湾 1ヶ月研修

ゼロからの中国語レッスン、台湾文化・バイオ授業
経験者の声
学生寮に1ヵ月滞在するので、
台湾の学生達と毎日コミュニ
ケーションがとれました。台湾
の人達は本当に優しく、日語
学系の学生さん達が、通訳な
ど色々とサポートしてくれまし
た。中国語が全く話せなくて

中国語を全く勉強したことがない学生でも参加可能。中国語の基礎を学び

も、中国語授業は英語と中国

ながら、一般台湾人学生と一緒にバイオ実験授業に参加します。明道大学

語で進行していくため安心で

で日本語を勉強している「日語学系」の学生さん達が通訳などサポートも

す！

D A T A
期間：春休み1ヶ月
費用：約19万円
対象：全学科
単位：「海外バイオ研修Ⅰ」
として2単位

してくれます。

3

イギリス 自動車工学研修

ホームステイ

経験者の声
世界中から学生が集まる国際
色豊かな英語学校で、共に1
週間学べたのでとても充実し
ていました。オックスフォード
ブルックス大学は設備やスタ
ッフが素晴らしい！また、
ホーム
ステイは英語でコミュニケー
ションをとれるか心配でした

前半は英語学校、
後半は英国協定校のオックスフォード・ブルックス大学でフォ

が、
とても優しく接してくれて

ーミュラカーを教材としてエンジンやサスペンションを中心に自動車工学の

良い経験ができました。

D A T A
期間：春休み約3週間
費用：約36万円
対象：全学科
単位：「海外自動車工学研修」
として2単位

基礎を学びます。
その他、
企業、
研究施設や自動車博物館の見学も行います。

4

シンガポール 創造工学研修
経験者の声
電子機器の基本的な知識やプ
ログラムを組んでロボットを動
かすことを学ぶことが出来ま
した。
シンガポール国立大学の素晴
らしい環境、また、日本よりも
おしゃれに感じた街並みや活
気に感動しました。今まで抱い

海外創造工学研修は約１０日間、
シンガポール国立大学にて組み込みシス

ていたイメージを良い意味で

テムの基礎を学び、
自律走行車の製作とC言語を用いてプログラミング制

覆されました！

D A T A
期間：9日間
費用：約18万円
対象：ロボット・メカトロニクス学科、
ホームエレクトロニクス開発学科
単位：「 海 外 創 造 工 学 研 修 」
として2単位

御にチャレンジします。
※すべての研修／留学費用は前年度実績、
または予定であり変更することがあります。詳細は募集説明会にて。

February

March

2月

3月

出発前
説明会

研 修 実 施

3

年次

半年留学プログラム

半年留学
3研修

study abroad

留年せずに、半年留学をしよう

大学からの補助金支給制度あり！

在籍しながら3年次に留学するので、皆と一緒に4年で卒業できます。
半年留学を希望する人は3年前期終了までに卒研着手できるように計画立てて勉強しましょう。

1

アメリカ サウスシアトルカレッジ（SSC）
３年次後期の約６ヶ月間（９月中
旬〜３月下旬）を米国ワシントン
州シアトルに所在するＳＳＣに留
学します。
ＳＳＣでは留学後最初
の１学期目（秋学期／９月中旬〜

Chanceは全員に！

D A T A

アメリカ留学は、一定の条件
をクリアしていれば、誰でも、
何人でも参加できます。

時期：3年（後期）
費用：約130万円

／１月初旬〜３月下旬）
は本学とＳＳＣとの間で合意された「アカデミックコ

対象：応用バイオ科学科、
応用化学科、
機械工学科

ース」の中から、
自分の専攻の科目
（実習中心の授業になります。）
を1科目

単位：4単位

１２月中旬）
にＥＳＬコースを受講して英語力向上に集中し、
２学期目
（冬学期

取ることができ、
アメリカ人学生と一緒に受講します。

2

アメリカ グリーンリバーカレッジ（GRC）
3年次前期、
または、
後期の約6ヶ
月間を米国ワシントン州オーバー
ンに所在するGRCに留学します。
TOEFL基準をクリアしていれば
航空機操縦技術習得を目的とし

TOEFL対策授業「留学英語」
を実施し、
皆さんの留学を全面的にサポートし
ています。
（TOEFL基準に達していない場合も、
語学留学は可能です。）

3

休学せずに！
在学扱いとなり留学中の期
間は卒業要件上の在学年数
に算入され、留年する事なく
卒業が可能となります。

TOEFL、
中国語検定免除！
（但し、
GRCにてアカデミック科
目を履修する場合は、
TOEFL
iBT 61点が必要です。
）

留学支援制度あり！

D A T A
時期：3年（前期または後期）
費用：約130万円

本学独自の補助金が支給さ
れます。

（フライトトレーニングコ
ースを希望する場合は、
プラス約150万円）

た研修を実施することが出来、米国の航空機操縦免許（FAA自家用ライセ
ンス）も取得可能です。航空宇宙学専攻では留学を目指す学生の為に

海外留学制度の
ポイント！
！

対象：機械工学科航空宇宙学専攻

経験者の声

単位：4単位〜
●私は高校生の頃から、
アメリ
カへ留学したいと考えてい

台湾 明道大学

ました。留年する事なく、夢
だった半年留学が出来るプ
ログラムがあって本当に良

交換留学生として明道大学に授業

かったです。

料免除で留学可能。中国語が全く
の初心者でも留学でき、明道大学
が交換留学生のために提供してい
る「中国語クラス」で学ぶことがで
きます。各々のレベルに合わせ、中国語が堪能な人は中国語で行われる専門授
業、中国語が初心者の人は英語で行われる大学の英語授業に参加できます。学
生寮で生活するので現地学生とのコミュニケーションを図る機会も多く、今後、
需要の高まる中国語を身につけることができる貴重なプログラムです。

D A T A

●行く前は英語に自信がなか

時期：3年（後期）
費用：約40万円

った私。TOEICも留学前は

対象：応用バイオ科学科
学費免除の交換留学
のため、4名まで

た！就職前には730以上を

単位：4単位

300点台だったけれど、帰
国 後は6 5 0 点を超えまし
目指します！

※すべての研修／留学費用は前年度実績、
または予定であり変更することがあります。詳細は募集説明会にて。

Schedule
ス ケ ジュー ル

2
年
後期
秋・プログラム
説明会

3
年
前期
募集説明会
（5月）
申込
（6月）
・書類準備
（7月）

3
年
後期

4
年
前期

半年留学

留年せずに
4年生へ

海外協定校とのプログラム
国際交流は文字通り交流を行うことに意義があります。こちらから相手国（協定校）へ出かけてばかりでは真の交流は
図れません。本学では米国ワシントン州や台湾に所在する協定校と様々な交流プログラムを展開しております。
Summer Special Workshop for Bioscience & Information Media
（米国協定校講師による夏季特別研修）
Summer Special Workshop for Bioscience
& Information Mediaでは毎年夏に１週間
程度、
米国協定校South Seattle Collegeお
よびDiGiPen Institute of Technologyよ
り講師を日本にお招きし、本学学生に特別講
義を実施しています。
講義内容は「海外バイオ研修 Ⅰ 」、
「海外メデ
ィア研修」で実施している授業を取り入れたも
のとなっています。本学内での実施でも講義
は全て英語です。

交換留学制度
【交換留学制度のある協定校】

協定校の揚州大学（中国）、明道大学（台湾）、
チュラロンコーン大学（タイ）、
フランス国立
工芸大学（フランス）、
ウプサラ大学（スウェー
デン）
と交換留学制度の協定を締結し、相互
交流を行っております。本学からは毎年、2名
〜4名程度の学生が、半年間相手校授業料全
額免除にて留学することができます。
相手校からも同様に毎年、交換留学生が本学
授業料免除により留学してきます。

中国

揚州大学

台湾

明道大学

タイ

チュラロンコーン大学

フランス

フランス国立工芸大学

スウェーデン

ウプサラ大学

明道大学

国際センター
国際プログラム、海外研修・留学制度の運営や活用お

ＴＯEIC−IP

よび留学生の受け入れを推進・支援していくために、

学内TOEIC試験の実施拠点として

2006年４月１日より学内に「国際センター」が設置

神奈川工科大学では、世界規模の英語資格

されています。センターには専門のスタッフが配置さ

テストであるTOEIC試験の受験を推奨して

れ、本学独自の国際プログラム、海外研修・留学プロ

います。ますますグローバル化が叫ばれる現
代では、英語力判定試験として、又、就職活動

グラムを積極的にプロデュースするほか、留学生と日

用の資格試験としてその重要性は大きく、避

本人学生との交流の場である「センターラウンジ」に

けては通れないステップです。年間約230

て様々な相談にもあたっています。

万人の方が受験していますが、本学学生がよ
り便利に受験でき、スコアアップに貢献でき
るよう学内テストを実施しています。

●国際交流基地として
国際センターには外国人留学生と日本人学生との交流の場としてラウンジが設置されています。
外
国人留学生と日本人学生が率直な意見交換や勉強をしたり、
雑誌や海外情報誌を読んだり、
インタ
ーネットをしたりと自由にのんびりと過ごせる空間となっております。

インターナショナル・クラブ
本学には外国人留学生と日本人学生との交
流促進を目的として「インターナショナル・ク
ラブ」が設立されています。親睦旅行会開催

●英語学習基地として

や、
バーベキュー交流会、
スキーツアー、学園

国際センターには常時３００本以上の外国映画
（ＤＶＤ）
が鑑賞できる設備があります。
学生はいつで
も自由に外国映画を通じて英語の学習をすることができます。
また、
様々な情報誌も常備し、
自由な
雰囲気の中で英語を楽しみながら学んでいただける環境を整えております。

祭参加など通じて文化や習慣の相互理解・交
流を促進し、生涯にわたっての友情を育み、
国際的な学友ネットワークを構築することを
目的として活動を行っています。

国際プログラムに関しての詳細は国際センターまでお問合せください。

国際センター
〒243−0292 神奈川県厚木市下荻野1030 URL : http://www.kait.jp/
TEL：046−291−3313 FAX：046−291−3314 E-Mail : ic@kait.jp

