
 

 

 

令和２年２月２１日 

報道機関各位 

                             熊 本 大 学 

熊大グローバル Youth キャンパス 

「留学生と Meet&Greet」を実施します 
 

本学では、海外の協定校に在学する学生を対象に、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、熊本大学への留学意欲を促進

するために、「熊本大学サマー・スプリングプログラム」を実施しており、今年度のスプ

リングプログラムには、本学の協定大学から 36 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、異なる文化・習慣を持つ留学生と出会い、国際交流体験をし

てもらう目的で、熊本県内の高校生・高専生を対象に、以下のとおり熊大グローバル Youth 

キャンパス「留学生と Meet & Greet」を開催します。 

 

広く一般の方へお知らせいただくとともに、当日の取材方、よろしくお願いいたします。 

 

記 

 

【日  時】令和２年３月３日（火）１７：３０～１８：３０ 

【場  所】熊本大学グローバル教育カレッジ（黒髪北キャンパス） 

（熊本市中央区黒髪 2丁目 40 番 1 号） 

【対  象】熊本県内の高校生・高専生 

【参 加 費】無料 

【申込方法】下記の URL からお申し込みください。 

      https://cutt.ly/NrRVEo4 

          ［申込締切］令和２年２月２８日（金）２３：５９ 

 

※詳しくは下記ホームページをご覧ください。 

https://www.c3.kumamoto-u.ac.jp/6343/ 

※「熊本大学サマー・スプリングプログラム」の詳細については、別紙実施要項及び 

スケジュールをご覧下さい。 

【お問い合わせ先】 

熊本大学学生支援部国際教育課  

担当：富田  

TEL：096-342-2091 



 

2019 年度 熊本大学サマー・スプリングプログラム実施要項 

１． 目的 

協定校に在学する学生に、短期の日本滞在を通して日本の良さ、熊本の良さを経験する機会を提供し、 

将来的な熊本大学への留学意欲を高める目的で、熊本大学サマー・スプリングプログラムを実施する。 

 

２．実施期間 

（期 間）   サマー： 2019 年 7 月 17 日（水）～7 月 26 日（金） 10 日間 

スプリング： 2020 年 2 月 25 日（火）～3 月 5 日（木） 10 日間 

＊ 本プログラムを修了した学生には、修了証書を授与する。 

（実施場所） 熊本大学 

（学習テーマ） 持続可能な社会構築と災害復興研修 

（プログラム内容） 熊本大学サマー・スプリングプログラム予定表（別紙）のとおり 

 

３．プログラム参加者  各プログラム 90 名 

 

４．参加資格･条件 

・英語能力試験「IELTS」レベル 5 以上、あるいは同等以上の英語能力を持つ者 

・熊本大学の交流協定校に在籍している学部学生で、所属大学が推薦した者 

・以前本学のサマープログラム、スプリングプログラムに参加したことのある学生は除く 

・事前に自国で海外旅行保険に加入した者 

・最小催行人数 各プログラム 15 名 

 

５．参加者負担費 

（参加費） 100,000 円／1 名 

        登録費、宿泊、朝食、アクティビティ、フィールドトリップ費を含む 

        日本・熊本までの往復交通費等（航空代金等）は別途個人負担 

  （支払方法） 参加費は可能な限り大学毎にまとめて下記の支払期限までに熊本大学へ事前に振込むこと 

支払期限 サマー：5 月 31 日（金） スプリング：11 月 29 日（金） 

              締め切りを過ぎてキャンセルした場合、所定のキャンセル料を申し受ける。 

     締め切りを過ぎても振込のない場合はキャンセルとする。 

 

６．奨学金 （JASSO より採択済） 

   ・80,000 円／1 名 

   ・両プログラム合わせて 32 名分の奨学金を支給予定 

   ・各プログラムの奨学金対象者は ASEAN 地域に限定 

   ・派遣大学の推薦順により ASEAN 地域の参加協定校に均等に配分 

・奨学金はプログラムのオリエンテーション時に現金支給 

 

７．申込方法 

派遣大学の担当者は参加希望者の申請情報をまとめて、メールでグローバル教育カレッジへ提出する。    

申込期間 サマー：3 月 22 日（金）～5 月 10 日（金）  スプリング：9 月 2 日（月）～10 月 31 日（木） 

 

８．担当部署 熊本大学グローバル教育カレッジ 

（電 話） +81-96-342-2091 （電子メール） coe@jimu.kumamoto-u.ac.jp 



場所等

夜 19:00 熊本市

9:30 - 11:00

11:15 - 12:00

13:30 - 14:30

14:40 - 15:40

夕方 16:00 - 17:30 カレッジ棟（ラウンジ）

9:30 - 10:30

10:40 - 11:40

9:30 - 10:30

10:40 - 11:40

9:30 - 10:30

10:40 - 11:40

13:00 - 15:00 カレッジ棟（ラウンジ）

15:10 - 17:10 カレッジ棟　各教室

夕方 17:30 - 18:30 カレッジ棟（ラウンジ）

14:00 - 14:30 多目的会議室

14:40 - 15:40 多目的会議室

夕方 16:00 - 17:30 カレッジ棟（ラウンジ）

10
3/5
(木)

終日

3/2
(月)

3/3
(火)

3/4
(水)

2019年度　熊本大学スプリングプログラムスケジュール
時間 内容

1
終日 福岡空港等着　熊本市へ移動

月日

2/25
(火)

3

午前 9:00～

実地見学（阿蘇）

宿泊先：ホテルクラウンヒルズ熊
本

学生サポーターと夕食

2

午前
開講式／オリエンテーション

カレッジ棟（ラウンジ）
グループディスカッション

午後
講義①　Aso Caldera

１A教室
日本人学生と交流

ウエルカムパーティー

2/26
(水)

阿蘇方面

午後 ～17:00

2/27
(木)

4

午前
講義②　Minamata Disease

１A教室
講義③　Wagashi

午後 13:00 - 16:00 日本文化体験（浴衣＆茶道） くすのき会館（ホール・和室）

2/28
(金)

5

午前 9:00～

実地見学（水俣） 水俣市

午後 ～17:00

2/29
(土)

6 終日 自由時間　／　ホームビジット（希望者のみ） 熊本市
3/1
(日)

午後 13:00 - 16:00 日本文化体験（清和文楽人形） カレッジ棟（ラウンジ）

8

午前
講義⑥　Traditional Japanese Dance

１A教室
講義⑦　Welfare Policy in Japan

午後

7

午前
講義④　Japanese Politics

１A教室
講義⑤　Japanese Myths and Legends

日本文化体験（山鹿灯籠踊り）

プレゼンテーション準備

留学生とMeet&Greet　（高大連携）

9

午前 9:00 - 13:00 熊本城見学 熊本市

午後
修了式

熊本大学への進学方法説明／アンケート記入

フェアウェルパーティ

熊本市出発、福岡空港等より帰国


