
留学期間
夏休み又は春休み　３～４週間

留学支援
ＫＩＴげんき会から助成金支給

そ の 他
現地の事情に詳しい教員が引率
学部生は「異文化理解」、大学院生は「国際理解」の２単位修得

■英語研修 ■慶尚大学校工科大学（韓国）との短期交流研修

■国際大学生雪像彫刻大会（中国）

■中国語研修

■ドイツ語研修

台湾の中部の北港鎮にある本学の協定校中国医薬大学で、中国語をじっくり勉強します。
学内の宿舎に住み、台湾のキャンパスライフの雰囲気も体感できます。その他、台湾人学
生と一緒に体育・書道・英語の授業や二胡・水墨画・太極拳などの課外活動に参加するこ
とも可能です。大学近郊の名所や台湾最大都市の台北での見学も実施されます。

留学費用：約１２万円
（往復航空券、海外旅行保険料、宿泊費）
その他：現地での交通費、昼食代、見学費用は自己負担

ドイツの「環境首都」と呼ばれるフライブルクという街にあるフライブルク大学に通い、ドイ
ツ語を勉強しながら、ドイツの環境対策について学びます。ドイツ語を選択しなかった方も
参加できます。フライブルク市内の見学や、サッカーブンデスリーガ観戦などのほか、週末
にはドイツ国内にとどまらず、日帰り旅行でスイスのライン川やフランスのストラスブール
などの見学も可能です。ヨーロッパの土地と文化に触れる一大チャンスです！

留学費用：約42万円
（授業料、寮費、往復航空券、国内交通・宿泊費、海外旅行保険料）
その他：現地での交通費、昼食代、見学費用は自己負担

カナダ最大の都市トロントにあるハンバー工業大学で、英語を集中的に勉強します。滞在先
はホームステイなので、異なる生活習慣の中でまさに英語にどっぷり浸かる4週間。大学で
のクラスメートは世界のあちこちから来ている留学生なので、国籍も様々な友達ができま
す。週末にはナイアガラの滝やトロント市内の見学、ＭＬＢ観戦など、カナダの土地と文化を
満喫する研修です。

この研修は、両大学の相互理解と友好を深めるため、１９９９年から隔年でお互いの大学を
訪問する形で実施しています。２０１３年は本学研修団が慶尚大学校工科大学を訪問する予
定です。大学がある晋州市は韓国の南東部慶尚南道にある人口約３４万の都市で、この地
方の教育の中心地です。晋州城址、石楼など数々の景勝地や歴史的遺跡もあります。研修
では、キャンパスツアー、特別講義、工場見学、市内見学が実施されます。また、研修期間中
は韓国の一般家庭にホームステイし、生活様式や習慣の違いなどを肌で感じることができ
ます。

本学と国際交流協定を締結している哈爾浜工程大学を訪問し、毎年１月に開催される国際
大学生雪像彫刻大会に参加します。この大会には世界各国から５３チームが参加（２０１３年
大会）しており、本学は日本から唯一参加している大学です。雪像は、３メートル×３メートル×
3.5メートルの大きさの四角いブロックを削り、作品を作り上げていきます。大会期間中には
世界的にも有名な哈爾浜氷雪祭りを見学することができます。中国だけでなく世界各国から
の学生と交流して、視野を広げるとてもよい機会です。

留学費用：約53万円
（授業料、ホームステイ費用、往復航空券、国内交通・宿泊費、海外旅行保険料）
その他：現地での交通費、昼食代、見学費用は自己負担

留学期間
夏休み又は冬休み　10日間

留学支援
ＫＩＴげんき会から助成金支給

そ の 他
教職員が引率

国際交流センターでは、様々な相談や質問を受け付けています。
窓口の職員やセンターの教員に気軽に声をかけて下さい。
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北見工業大学 国際交流センター
〒090-8507　北見市公園町165番地

検索北見工業大学　国際交流センター

国際交流センター

・短期交換留学、語学研修、交流研修のお申込み、相談
・外国人留学生との交流に関する相談

(0157)26-9370　        (0157)26-9373
kenkyu05＠desk.kitami-it.ac.jp

TEL FAX

E-mail
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いろいろな種類の留学があります

情報・経済のグローバル化が進み、国境
を越えた人的・物的交流も盛んになっ
ている現在、より広範な、複眼的な視点
と発想を持つことが必須となっていま
す。大学時代に見識を広め、先端的な
研究に触れるとともに、国際人としての
感覚を磨くために、北見工業大学では
世界各地に２１校ある国際交流協定校
との人的交流や留学に積極的に取組ん
でいます。

留学費用
留学先での授業料免除（渡航費を一部支援、生活費等は自己負担）

そ の 他
留学期間は本学の在学期間としてみなされます（休学する必要はありません）

“無限の可能性に気付かせてくれた留学でした”
高校生の時に修学旅行で韓国に行って以来、海外に興味を持つようになり
「海外留学をしてみたい！」と思うようになりました。私が留学したアラスカ
大学フェアバンクス校（以下、UAF）は北極圏に位置し、オーロラについて
の研究は世界でもトップクラスで私も留学中に何度もオーロラを見ました。
あの絶景といったら他に例えようがありません。私が北見工業大学から
UAFに留学する初めての学生ということで最初は不安な面もありましたが、
国際交流センターやUAFの方々が本当に良くしてくださり何の問題もなく
アメリカへ渡ることができました。留学先では勉強はもちろんのこと、様々
なイベントに参加しました。ハロウィーンの時、みんなで仮装して楽しんだ
のはいい思い出です。また、留学してよかったと思うことはどんな物事にも
色々な可能性があるということを知ったことです。可能性は無限大で、自分の
意志次第で人生はどうにでもなるということを感じることができた留学で
した。もし少しでも興味があるのであれば留学するべきだと私は思います。

“言葉、文化、価値観の違いを受け入れることを知りました”
１年生の時に中国語の講義を受けたのがきっかけで、中国への興味が募り、
もっと中国語に磨きをかけたかったので東北電力大学への留学を希望し
ました。留学先には知り合いが誰もおらず不安でしたが、徐々に友達が出
来てくると留学生活が充実してきました。留学を経験して一番良かったと
思うのは、視野が広がったことです。言葉、文化、価値観の違いを理解する
ために、まずはその違いを受入れることを知りました。４２時間かけて行っ
たチベットの景色も忘れられません。また機会があれば留学したいと思っ
ています。

留年せずに４年間で卒業するために、３年生後期からの留学をお薦
めします。
所属学科により、卒業研究の履修に必要な要件が異なります。３年
次修了時点で、一定基準以上の単位を修得していない場合は４年
次に開講される卒業研究に着手することができません。詳細につい
ては、学生便覧でご確認下さい。
また、留学前に指導教員又は個別担任と研究室配属、卒業研究、帰
国時期等について相談しておく必要があります。帰国後の大学院入
試や就職活動も考慮しなければなりません。
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■なぜ海外へ？

■体験談①

■体験談②

■海外留学のメリット

世界中に
友達ができる

自分の視野を
広げられる

就職活動に
役立つ 語学力の向上

大学生活が
充実する

自分の成長を
感じられる

新しいことへの
挑戦

留学目的　単位取得

留学期間　１年以内

募集人員　各大学３名

国際交流協定校

短期交換留学のタイミング

米国・アラスカ大学フェアバンクス校（留学期間９カ月）　中田　光

中国・東北電力大学（留学期間４カ月）　藤井　勇貴 一番左が藤井さん

China

USA

モンゴル科学技術大学ダッカ大学
バングラデシュ工科大学
ラジャヒ工科大学

国立勤益科技大学
中国医薬大学

アラスカ大学フェアバンクス校オウル総合科学大学
ヴァーサ工業大学
タンペレ工業大学

フィンランド

クラクフ工業大学

ポーランド 米　国

武漢科技大学
哈爾濱工程大学
東北電力大学
東北林業大学
北京化工大学
内蒙古大学

中　国
ChinaFinlandPoland USA

Korea

TaiwanMongoliaBangladesh
台　湾モンゴルバングラデシュ

３年生　前期 ３年生　後期 4年生　前期 4年生　後期

留学タイミング！

V

グローバル時代に
求められる人材に

765

1 2 3 4

留学スタイル

短期交換留学 国際交流協定校

国際交流協定校

カナダ（英　語）

台　湾（中国語）

ドイツ（ドイツ語）

1年以内 原則として学部
3年生以上

全学生

全学生10日間

3～4週間語　学　研　修

交　流　研　修

留　学　先 期　　　間 内　　　　容 参加資格

正規授業を現地の学生と受講し単位
を修得する

合宿セミナーや雪像コンテスト参加

語学学習のための授業を受講

授業・文化体験・見学・ホームステイ

2単位修得（異文化理解／国際理解）

江原大学校三陟キャンパス
嶺南大学校
慶尚大学校工科大学
昌原大学校

韓　国

人 生 が 変 わ る 留 学



いろいろな種類の留学があります

情報・経済のグローバル化が進み、国境
を越えた人的・物的交流も盛んになっ
ている現在、より広範な、複眼的な視点
と発想を持つことが必須となっていま
す。大学時代に見識を広め、先端的な
研究に触れるとともに、国際人としての
感覚を磨くために、北見工業大学では
世界各地に２１校ある国際交流協定校
との人的交流や留学に積極的に取組ん
でいます。

留学費用
留学先での授業料免除（渡航費を一部支援、生活費等は自己負担）

そ の 他
留学期間は本学の在学期間としてみなされます（休学する必要はありません）

“無限の可能性に気付かせてくれた留学でした”
高校生の時に修学旅行で韓国に行って以来、海外に興味を持つようになり
「海外留学をしてみたい！」と思うようになりました。私が留学したアラスカ
大学フェアバンクス校（以下、UAF）は北極圏に位置し、オーロラについて
の研究は世界でもトップクラスで私も留学中に何度もオーロラを見ました。
あの絶景といったら他に例えようがありません。私が北見工業大学から
UAFに留学する初めての学生ということで最初は不安な面もありましたが、
国際交流センターやUAFの方々が本当に良くしてくださり何の問題もなく
アメリカへ渡ることができました。留学先では勉強はもちろんのこと、様々
なイベントに参加しました。ハロウィーンの時、みんなで仮装して楽しんだ
のはいい思い出です。また、留学してよかったと思うことはどんな物事にも
色々な可能性があるということを知ったことです。可能性は無限大で、自分の
意志次第で人生はどうにでもなるということを感じることができた留学で
した。もし少しでも興味があるのであれば留学するべきだと私は思います。

“言葉、文化、価値観の違いを受け入れることを知りました”
１年生の時に中国語の講義を受けたのがきっかけで、中国への興味が募り、
もっと中国語に磨きをかけたかったので東北電力大学への留学を希望し
ました。留学先には知り合いが誰もおらず不安でしたが、徐々に友達が出
来てくると留学生活が充実してきました。留学を経験して一番良かったと
思うのは、視野が広がったことです。言葉、文化、価値観の違いを理解する
ために、まずはその違いを受入れることを知りました。４２時間かけて行っ
たチベットの景色も忘れられません。また機会があれば留学したいと思っ
ています。

留年せずに４年間で卒業するために、３年生後期からの留学をお薦
めします。
所属学科により、卒業研究の履修に必要な要件が異なります。３年
次修了時点で、一定基準以上の単位を修得していない場合は４年
次に開講される卒業研究に着手することができません。詳細につい
ては、学生便覧でご確認下さい。
また、留学前に指導教員又は個別担任と研究室配属、卒業研究、帰
国時期等について相談しておく必要があります。帰国後の大学院入
試や就職活動も考慮しなければなりません。
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留学目的　単位取得

留学期間　１年以内

募集人員　各大学３名

国際交流協定校

短期交換留学のタイミング

米国・アラスカ大学フェアバンクス校（留学期間９カ月）　中田　光

中国・東北電力大学（留学期間４カ月）　藤井　勇貴 一番左が藤井さん

China

USA

モンゴル科学技術大学ダッカ大学
バングラデシュ工科大学
ラジャヒ工科大学

国立勤益科技大学
中国医薬大学

アラスカ大学フェアバンクス校オウル総合科学大学
ヴァーサ工業大学
タンペレ工業大学

フィンランド

クラクフ工業大学

ポーランド 米　国

武漢科技大学
哈爾濱工程大学
東北電力大学
東北林業大学
北京化工大学
内蒙古大学
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カナダ（英　語）

台　湾（中国語）

ドイツ（ドイツ語）

1年以内 原則として学部
3年生以上

全学生

全学生10日間

3～4週間語　学　研　修

交　流　研　修

留　学　先 期　　　間 内　　　　容 参加資格

正規授業を現地の学生と受講し単位
を修得する

合宿セミナーや雪像コンテスト参加

語学学習のための授業を受講

授業・文化体験・見学・ホームステイ

2単位修得（異文化理解／国際理解）

江原大学校三陟キャンパス
嶺南大学校
慶尚大学校工科大学
昌原大学校

韓　国
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いろいろな種類の留学があります

情報・経済のグローバル化が進み、国境
を越えた人的・物的交流も盛んになっ
ている現在、より広範な、複眼的な視点
と発想を持つことが必須となっていま
す。大学時代に見識を広め、先端的な
研究に触れるとともに、国際人としての
感覚を磨くために、北見工業大学では
世界各地に２１校ある国際交流協定校
との人的交流や留学に積極的に取組ん
でいます。

留学費用
留学先での授業料免除（渡航費を一部支援、生活費等は自己負担）

そ の 他
留学期間は本学の在学期間としてみなされます（休学する必要はありません）

“無限の可能性に気付かせてくれた留学でした”
高校生の時に修学旅行で韓国に行って以来、海外に興味を持つようになり
「海外留学をしてみたい！」と思うようになりました。私が留学したアラスカ
大学フェアバンクス校（以下、UAF）は北極圏に位置し、オーロラについて
の研究は世界でもトップクラスで私も留学中に何度もオーロラを見ました。
あの絶景といったら他に例えようがありません。私が北見工業大学から
UAFに留学する初めての学生ということで最初は不安な面もありましたが、
国際交流センターやUAFの方々が本当に良くしてくださり何の問題もなく
アメリカへ渡ることができました。留学先では勉強はもちろんのこと、様々
なイベントに参加しました。ハロウィーンの時、みんなで仮装して楽しんだ
のはいい思い出です。また、留学してよかったと思うことはどんな物事にも
色々な可能性があるということを知ったことです。可能性は無限大で、自分の
意志次第で人生はどうにでもなるということを感じることができた留学で
した。もし少しでも興味があるのであれば留学するべきだと私は思います。

“言葉、文化、価値観の違いを受け入れることを知りました”
１年生の時に中国語の講義を受けたのがきっかけで、中国への興味が募り、
もっと中国語に磨きをかけたかったので東北電力大学への留学を希望し
ました。留学先には知り合いが誰もおらず不安でしたが、徐々に友達が出
来てくると留学生活が充実してきました。留学を経験して一番良かったと
思うのは、視野が広がったことです。言葉、文化、価値観の違いを理解する
ために、まずはその違いを受入れることを知りました。４２時間かけて行っ
たチベットの景色も忘れられません。また機会があれば留学したいと思っ
ています。

留年せずに４年間で卒業するために、３年生後期からの留学をお薦
めします。
所属学科により、卒業研究の履修に必要な要件が異なります。３年
次修了時点で、一定基準以上の単位を修得していない場合は４年
次に開講される卒業研究に着手することができません。詳細につい
ては、学生便覧でご確認下さい。
また、留学前に指導教員又は個別担任と研究室配属、卒業研究、帰
国時期等について相談しておく必要があります。帰国後の大学院入
試や就職活動も考慮しなければなりません。
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■体験談①

■体験談②

■海外留学のメリット

世界中に
友達ができる

自分の視野を
広げられる

就職活動に
役立つ 語学力の向上

大学生活が
充実する

自分の成長を
感じられる

新しいことへの
挑戦
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アラスカ大学フェアバンクス校オウル総合科学大学
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V
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765
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留学スタイル
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国際交流協定校
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全学生

全学生10日間
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交　流　研　修

留　学　先 期　　　間 内　　　　容 参加資格

正規授業を現地の学生と受講し単位
を修得する

合宿セミナーや雪像コンテスト参加

語学学習のための授業を受講

授業・文化体験・見学・ホームステイ

2単位修得（異文化理解／国際理解）
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嶺南大学校
慶尚大学校工科大学
昌原大学校

韓　国
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留学期間
夏休み又は春休み　３～４週間

留学支援
ＫＩＴげんき会から助成金支給

そ の 他
現地の事情に詳しい教員が引率
学部生は「異文化理解」、大学院生は「国際理解」の２単位修得

■英語研修 ■慶尚大学校工科大学（韓国）との短期交流研修

■国際大学生雪像彫刻大会（中国）

■中国語研修

■ドイツ語研修

台湾の中部の北港鎮にある本学の協定校中国医薬大学で、中国語をじっくり勉強します。
学内の宿舎に住み、台湾のキャンパスライフの雰囲気も体感できます。その他、台湾人学
生と一緒に体育・書道・英語の授業や二胡・水墨画・太極拳などの課外活動に参加するこ
とも可能です。大学近郊の名所や台湾最大都市の台北での見学も実施されます。

留学費用：約１２万円
（往復航空券、海外旅行保険料、宿泊費）
その他：現地での交通費、昼食代、見学費用は自己負担

ドイツの「環境首都」と呼ばれるフライブルクという街にあるフライブルク大学に通い、ドイ
ツ語を勉強しながら、ドイツの環境対策について学びます。ドイツ語を選択しなかった方も
参加できます。フライブルク市内の見学や、サッカーブンデスリーガ観戦などのほか、週末
にはドイツ国内にとどまらず、日帰り旅行でスイスのライン川やフランスのストラスブール
などの見学も可能です。ヨーロッパの土地と文化に触れる一大チャンスです！

留学費用：約42万円
（授業料、寮費、往復航空券、国内交通・宿泊費、海外旅行保険料）
その他：現地での交通費、昼食代、見学費用は自己負担

カナダ最大の都市トロントにあるハンバー工業大学で、英語を集中的に勉強します。滞在先
はホームステイなので、異なる生活習慣の中でまさに英語にどっぷり浸かる4週間。大学で
のクラスメートは世界のあちこちから来ている留学生なので、国籍も様々な友達ができま
す。週末にはナイアガラの滝やトロント市内の見学、ＭＬＢ観戦など、カナダの土地と文化を
満喫する研修です。

この研修は、両大学の相互理解と友好を深めるため、１９９９年から隔年でお互いの大学を
訪問する形で実施しています。２０１３年は本学研修団が慶尚大学校工科大学を訪問する予
定です。大学がある晋州市は韓国の南東部慶尚南道にある人口約３４万の都市で、この地
方の教育の中心地です。晋州城址、石楼など数々の景勝地や歴史的遺跡もあります。研修
では、キャンパスツアー、特別講義、工場見学、市内見学が実施されます。また、研修期間中
は韓国の一般家庭にホームステイし、生活様式や習慣の違いなどを肌で感じることができ
ます。

本学と国際交流協定を締結している哈爾浜工程大学を訪問し、毎年１月に開催される国際
大学生雪像彫刻大会に参加します。この大会には世界各国から５３チームが参加（２０１３年
大会）しており、本学は日本から唯一参加している大学です。雪像は、３メートル×３メートル×
3.5メートルの大きさの四角いブロックを削り、作品を作り上げていきます。大会期間中には
世界的にも有名な哈爾浜氷雪祭りを見学することができます。中国だけでなく世界各国から
の学生と交流して、視野を広げるとてもよい機会です。

留学費用：約53万円
（授業料、ホームステイ費用、往復航空券、国内交通・宿泊費、海外旅行保険料）
その他：現地での交通費、昼食代、見学費用は自己負担

留学期間
夏休み又は冬休み　10日間

留学支援
ＫＩＴげんき会から助成金支給

そ の 他
教職員が引率

国際交流センターでは、様々な相談や質問を受け付けています。
窓口の職員やセンターの教員に気軽に声をかけて下さい。

語
学
研
修

交
流
研
修

北見工業大学 国際交流センター
〒090-8507　北見市公園町165番地

検索北見工業大学　国際交流センター

国際交流センター

・短期交換留学、語学研修、交流研修のお申込み、相談
・外国人留学生との交流に関する相談

(0157)26-9370　        (0157)26-9373
kenkyu05＠desk.kitami-it.ac.jp

TEL FAX

E-mail
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