
 

平成２８年２月１８日 

報道機関各位 

                             熊 本 大 学 

「熊大グローバルＹｏｕｔｈキャンパス」事業として、 

高大連携イベント「留学生と Meet&Greet」を開催します 
 

熊本大学では、協定校に在学する学生に、短期の日本滞在を通じて日本の良さ、熊本の

良さを経験する機会を提供し、将来の長期的な熊本や、熊本大学への留学意欲を促進する

ために、2016 Spring Program（平成 28 年 2 月 15 日から 10 日間開催）を実施し、本学の

協定大学から 40 名の留学生が参加する予定です。 

当該プログラムにおいて、県内高校生に異なる文化、習慣を持つ留学生と出会い、触れ

合い、国際交流体験をしてもらう目的で、「熊大グローバル Youth キャンパス」事業「留

学生と Meet & Greet」を下記の要領で開催します。 

昨年度、本学は大学のグローバル化を改革的に推進する文部科学省「スーパーグローバ

ル大学創成支援事業」に採択され、この制度の下で質の高いグローバル化を推し進めてお

ります。また、本学は同事業において、世界に開かれた地域づくりを牽引するグローバル

キャンパスの提供を目指し「熊本大学グローバル Youth キャンパス」事業を重要な取り組

みの一つとして位置づけており、今後も広く地域の皆様、特に高校生の皆様へ国際交流の

機会を提供する様々なプログラムを実施していく予定です。 

つきましては、当日の取材方、よろしくお願い致します。 

 

記 

 

【日時】 平成 28 年 2 月 22 日（月） 17 : 30 ～ 18 : 30 

【場所】 熊本大学工学部百周年記念館 

【参加者】県内高校生 44 名（7高校） 

留学生 40 名（中国、インドネシア、韓国、台湾、ネパール、タイ、ベトナム） 

熊本大学学生サポーター 10 名 

【交流内容】高校生と留学生が日本語で簡単な自己紹介をした後、留学生から Spring 

Program で学んだことや母国の文化について英語で発表し、質疑応答を行いま

す。 

 

【お問い合わせ先】 

熊本大学グローバル教育カレッジ 

事務担当：マーケティング推進部国際戦略ユニット 

TEL 096-342-2131 

 

 

国立大学法人熊本大学 



 

 

 留 学 生 と  

 M e e t  
 &  
 Greet  

Meet with international students and enjoy 
cross-cultural communication 

in English and Japanese! 

内容 
○留学生と日本語で簡単な自己紹介をします 

○留学生と英語で熊本や海外のことについて話します 

日時 平成 28年 2月 22日（月）17:30～18:30 

場所 熊本大学工学部百周年記念館（熊本大学黒髪南キャンパス） 

お問合せ 

及び 

申込み方法 

熊本大学グローバル教育カレッジ 

メール：gji-ryugaku@jimu.kumamoto-u.ac.jp 

申込〆切 平成 28年 2月 12日（金） 

mailto:gji-ryugaku@jimu.kumamoto-u.ac.jp


  

Application Deadline:  December 8 (Tuesday), 2015. 

To apply, please inquire at the international office of your university. 



  

 

 

 

Notes 

 Ask your university’s international office for an application form.   

More detailed program information is available at the following link:  

 →http://ewww.kumamoto-u.ac.jp/en/event/9/ 

 Payment of fees and awarding of scholarship will take place during 

orientation in Kumamoto. 

 The scholarship is provided by the Japan Student Services Organization 

(JASSO).  To be eligible, students must have a GPA greater than or equal 

to 2.3, and must not receive any other scholarships for this program which 

exceed 80,000 Japanese Yen.  Please note that there are a limited number 

of scholarships available.  Scholarships will be awarded based on your 

university’s Letter of Recommendation. 

 Considerations for Muslim prayer time and meals have been made within 

the contents of the program. 

 

 

Program Dates  February 15 (Monday) – February 24 (Wednesday), 2016 

Number of Participants Maximum 40 Students (if the number of applicants exceeds 40, a 

selection will be held) 

Eligible Students  

 

Program Contents ・Classroom lectures on Japanese life and culture 

・A Survival Japanese language course 

・First-hand cultural experience 

・Guided field trips within Kumamoto Prefecture 

・Interaction and exchange with Kumamoto’s local community 

Participation Fee  ¥80,000 *Does not include transportation to or from Japan 

Scholarship              Participants who meet the necessary qualifications may be eligible to  

receive a government scholarship of 80,000 Japanese Yen. 

How to Apply Please request the international office of your university to send your 

application by email or FAX by December 8 (Tuesday), 2015. 

Undergraduates who are studying at universities with which Kumamoto 

University has agreement for academic or student exchange, and who 

have English language ability equal to or greater than IELTS level 5. 

What is Kumamoto University’s Spring Program? 

The Spring Program offered by the College of Cross-Cultural and Multidisciplinary Studies at 

Kumamoto University was created to provide international students who have an interest in studying 

abroad in Japan with a chance to experience life as an international student at Kumamoto University.


