
出国 帰国
現地活動

期間（日間）

2015/9/22 2015/9/30 8 デンマーク 甲 70 千円 490 千円

2015/9/14 2015/9/26 12 ラオス 乙 60 千円 300 千円

2015/8/7 2015/8/23 14 オーストラリア 乙 60 千円 0 千円

2015/8/21 2015/8/29 7 シンガポール 指定都市 70 千円 980 千円

2015/9/2 2015/9/24 21 マレーシア 乙 60 千円 540 千円

2015/8/23 2015/9/12 21 タイ 乙 60 千円 420 千円

2015/9/2 2015/9/24 22 アメリカ 甲 70 千円 280 千円

3,010 千円

平成27年度　信州大学知の森基金を活用したグローバル人材育成のための学生への短期海外活動支援プログラム　実績一覧

No 学部
プログラム実施期間

研修先 地域区分プログラム名／概要
(プログラム名をクリックすると、「実績状況及び成果」が表示されます)

グローバル教育
推進センター⑦ 交流協定校であるカリフォルニア州立大学チコ校と共同で企画・実施する。細やかなレベル分けと少人数多国籍での英語クラスに加え、専門家による

現地地域産業の講義、大学の農場、農業関連企業での実地研修を組み合わせた内容。研修先大学での学生との交流を行い国際的な場面での発信
力を鍛える。

カリフォルニア地域産業と英語研修プログラム

知の森
支援額

（1人当り）

知の森
支援総額

7

参加
学生数

支援
学生数

日本の一般的な学習スタイルとは異なる教育のあり方を実地視察をとおしてリアルに学ぶ教育学部生向けの海外研修。学校教育の理念や教師の学
習指導観が日本とは大きく異なるデンマークの公立学校や幼稚園を実地視察し、グローバルな視野で教育のあり方を体験的に学ぶ機会を学生に提
供する。

教育学部①
7

次世代型学習を考えるためのデンマークの教育機関視察

②

医療コミュニケーション英語を中心とした英会話力の育成プログラムに加え、各専攻の講義・実習に学際的に参加し、オーストラリアの医療専門教育
を体験。また、各種病院、医療機関や福祉施設などの見学もコースワークに含まれる。ホームステイ、現地学生との交流によりグローバルな視点をも
つ機会とする。

夏期海外研修オーストラリア・カーティン大学（Curtin University）夏期海外単位認定プログラム

医学部③
（※1）

2009年度より、ラオス教育省の公式なモデルプロジェクトである健康教育の質的向上のための人材養成のプロジェクト（教員研修および現地のフィー
ルド研究）に、学生を参画させる。学校見学、医療施設の見学、村落見学などのほか、ラオスの教員養成校およびその周辺校での健康診断活動に参
画する。

※1　医学部「夏期海外研修オーストラリア・カーティン大学夏期海外単位認定プログラム」は知の森基金による支援プログラムとして採択され５名の受給が認められたが、５名とも併願していたJASSOの自己推薦が認められたため知の森基金による支援を辞退した。 第一次採択プログラム計 73 46

10 9
⑤ 工学部

学術交流協定締結先の病院において、シンガポールの保健・医療現場、教育施設を見学・体験することにより、アジア先進国の保健医療の現状を理
解し、将来国際保健・医療を担うことのイメージを広げる新規プログラム。臨床見学ならびにシミュレーション教育などを体験する。

18 0

夏期海外研修シンガポール保健医療スタディツアー

医学部

【第一次採択プログラム】

学部間交流協定校であるタイのメイファーラン大学農産業学部において３週間の海外研修とその事前学習プログラムに参加することにより、国際社会
で生きていくための自主性や国際性を涵養するとともに将来食品関連企業の中枢でグローバル戦略や海外展開を担うことができる人材を育成する。

7 7
⑥ 農学部

食品産業界において海外展開を担うことのできるグローバル人材の育成

④

学術交流協定校マレーシア・マラヤ大学で、専門的な講義と実習を体験する3週間プログラム。大学で実際に行われる英語での授業、実習、実験、大
学生活等を体験する「留学シミュレーション」をすることで、参加者を中長期の留学派遣、国際的な研究者の輩出に導くことを目指す。

グローバルエンジニア育成のための工学部海外短期研修 in Malaysia

49

5 5

健康教育のグローバル人材養成プロジェクト～信州から世界の子どもに健康を～

教育学部

17 14

※

http://www.shinshu-u.ac.jp/institution/gec/upload/pdf/schlr/chinomori/h27rep_07GEC_America.pdf
http://www.shinshu-u.ac.jp/institution/gec/upload/pdf/schlr/chinomori/h27rep_01E_denmark.pdf
http://www.shinshu-u.ac.jp/institution/gec/upload/pdf/schlr/chinomori/h27rep_03M_Australia.pdf
http://www.shinshu-u.ac.jp/institution/gec/upload/pdf/schlr/chinomori/h27rep_04M_Singapore.pdf
http://www.shinshu-u.ac.jp/institution/gec/upload/pdf/schlr/chinomori/h27rep_06A_Thai.pdf
http://www.shinshu-u.ac.jp/institution/gec/upload/pdf/schlr/chinomori/h27rep_05T_Malaysia.pdf
http://www.shinshu-u.ac.jp/institution/gec/upload/pdf/schlr/chinomori/h27rep_02E_Laos.pdf


出国 帰国
現地活動

期間（日間）

平成27年度　信州大学知の森基金を活用したグローバル人材育成のための学生への短期海外活動支援プログラム　実績一覧

No 学部
プログラム実施期間

研修先 地域区分プログラム名／概要
(プログラム名をクリックすると、「実績状況及び成果」が表示されます)

知の森
支援額

（1人当り）

知の森
支援総額

参加
学生数

支援
学生数

2016/1/4 2016/1/12 7 アメリカ 甲 70 千円 350 千円

2016/2/12 2016/2/17 5 タイ 乙 60 千円 840 千円

2016/3/5 2016/3/16 8 フィンランド 甲 70 千円 420 千円

2016/2/11 2016/2/21 10 アメリカ 甲 70 千円 560 千円

2016/3/4 2016/3/18 14 ネパール 丙 50 千円 300 千円

2015/11/12 2015/11/20 8 中国 丙 50 千円 150 千円

2016/2/13 2016/3/7 22 ドイツ 甲 70 千円 420 千円

【第二次採択プログラム】

人文学部の授業「芸術コミュニケーション特殊講義」の一環として、タイ国マヒドン大学の学生たちと日本とタイにおける仏教文化・芸術に関する共同
フィールドワークを実践することを通して、アジアにおける文化交流に寄与できる人材の育成を目的とする。

14 14

タイ王国マヒドン大学における仏教美術のフィールドワーク研修

⑨ 人文学部

将来長野県の教員になる学生対象の、フィンランドの学校を訪問するプログラム。北欧は新しい学力観における先導的な地域であり特にフィンランド
は教育に対する国民の意識が高く、そのような学校を見学し、実際に教師や子どもたちと一緒に一日を過ごすことで日本の未来の学校や教師の役割
について考える。

6 6

グローバル人材育成のための北欧教育視察プログラム

⑩ 教育学部

理学部⑫

ファイバー工学分野における日本・韓国・中国の大学院生の交流の場を設け、国際的な感覚を身につけさせ、将来国際的に活躍できる技術者・研究
者を養成することを目的とする。集中的なスケジュールにより英語による研究発表ならびに討論会を中心先端的なファイバー工学技術の研鑽と３国学
生間の交流の場を提供する。

ファイバー工学分野の技術者・研究者育成を目指した日中韓大学院生研修プログラム

⑬

HUIC International Conference on Arts, Humanities, Social Sciences and Education（ハワイ大学主催)において学会発表あるいは学会参加を行い、
国内外の研究者と意見交換を行う。またハワイ大学を訪れ、海外留学を経験したことのない参加者にも、海外留学の実情を知ってもらう機会とする。

5 5

学生によるHUIC International Conference 学会発表(参加）および、ハワイ大学視察による海外留学への動機付け

人文学部⑧

繊維学部

当プログラムは教養科目「ドイツ環境ゼミ」の中心となるもので信州大学が目指す「グローバル人材」の育成および「環境マインド」育成の両面を推進
するものである。「語学学校における2週間の語学研修」と「Leibniz University Hannoverの教員の協力のもとに行われる1週間の環境関連施設等の視
察・調査」で構成される。

「ドイツ環境ゼミ」：環境マインドをもったグローバル人材育成のためのドイツ視察研修プログラム

⑭ 全学教育機構

19 3

9 6

⑪

ゴンドワナ地質環境研究所・ネパールトリブバン大学地質教室共催「ヒマラヤ野外実習ツアー」に参加し，ヒマラヤ山脈の成り立ちについて学習する。
ツアー前には2回の学習会を開催し，入念に事前学習を行い帰国後はレポート作成によって現地フィールドワークを振り返り野外での経験・知識の定
着を目指す。

ヒマラヤ横断フィールドワーク

6 6

経済学部と学部間協定のあるハワイ大学（マノア）校で研修プログラムを実施し、アメリカ（ハワイ）社会、多文化共生、環境問題や雇用創出などの地
域社会の課題について学習する。ハワイ大学教員が英語で行う授業は、ディスカッションを中心とする参加型の授業であるため、充分な事前学習を
行う。

経済学部ハワイ大学研修

8 8

経済学部

※

http://www.shinshu-u.ac.jp/institution/gec/upload/pdf/schlr/chinomori/h27rep_09L_Thai.pdf
http://www.shinshu-u.ac.jp/institution/gec/upload/pdf/schlr/chinomori/h27rep_10E_Finland.pdf
http://www.shinshu-u.ac.jp/institution/gec/upload/pdf/schlr/chinomori/h27rep_13F_China.pdf
http://www.shinshu-u.ac.jp/institution/gec/upload/pdf/schlr/chinomori/h27rep_08L_America.pdf
http://www.shinshu-u.ac.jp/institution/gec/upload/pdf/schlr/chinomori/h27rep_14G_Germany.pdf
http://www.shinshu-u.ac.jp/institution/gec/upload/pdf/schlr/chinomori/h27rep_12S_Nepal.pdf
http://www.shinshu-u.ac.jp/institution/gec/upload/pdf/schlr/chinomori/h27rep_11K_America.pdf


出国 帰国
現地活動

期間（日間）

平成27年度　信州大学知の森基金を活用したグローバル人材育成のための学生への短期海外活動支援プログラム　実績一覧

No 学部
プログラム実施期間

研修先 地域区分プログラム名／概要
(プログラム名をクリックすると、「実績状況及び成果」が表示されます)

知の森
支援額

（1人当り）

知の森
支援総額

参加
学生数

支援
学生数

2016/3/1 2016/3/10 7 マレーシア 乙 60 千円 420 千円

2016/2/25 2016/3/20 23 ベトナム 乙 60 千円 360 千円

3,820 千円

本プログラムは、平成27年度後期の共通教育（教養科目）「環境マインドを現場で体験するゼミ（熱帯雨林）」において実施する。教養の講義科目「熱
帯雨林と社会」のアドバンスト・プログラムという趣旨で企画し、現地では、先住民族が暮らす村に滞在し国際協力の分野で活用されている参加型農
山村調査法PRAを演習する。

マレーシア、サラワク州での農山村調査法実践演習プログラム

交流協定校であり、ベトナム国内ＩＴ産業界最大手グローバル企業のFPT社が設立したFPT大学と協同実施する約3週間のビジネス英語研修及びイン
ターンシップ・プログラム。ビジネス現場において求められるスキルを高めることを主な目的として英語を学び、インターンシップで実践力を身につける
機会を持つ。

ベトナムFPT大学ビジネス英語及びインターンシッププログラム

8 7

13 6

前期プログラム計　7件（73人）

後期プログラム計　9件（88人）

⑮

⑯

全学教育機構

グローバル教育
推進センター

6,830 千円人文：2（19）　教育：1（6）　  経済：1（8）　理学：1（6）　医学：0（0）　  工学：0（0）　　農学：0（0）　繊維： 1（19）  機構：2（17）　GEC:1（13）

人文：2（19）　教育：3（18）　経済：1（8）　理学：1（6）　医学：2（35）　工学：1（10）   農学：1（7）　繊維：1（19）　機構：2（17）　GEC：2（22）

人文：0（0）  　教育：2（12）　経済：0（0）　理学：0（0）　医学：2（35）　工学：1（10）　農学：1（7）　繊維：0（0）　   機構：0（0）　  GEC：1（9）　

平成27年度合計 161 107

第二次採択プログラム合計 88 61

前期・後期合計  16件（161人）

http://www.shinshu-u.ac.jp/institution/gec/upload/pdf/schlr/chinomori/h27rep_15G_Malaysia.pdf
http://www.shinshu-u.ac.jp/institution/gec/upload/pdf/schlr/chinomori/h27rep_16GEC_Vietnam.pdf
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