
016（平成 28）年 9 月 23 日、UMAP 発足 25 周年記念

シンポジウムが国内外から約 200 名の参加のもと、本学

白山キャンパスで開催されました。ノア・アズラン・ガザリ議長

（マレーシア国民大学副学長）が開会挨拶を行い、UMAP 国際事

務局事務総長を務める竹村学長が、本学の国際事務局としての役

割および今後のアジア・太平洋地域における教育交流について、

更に積極的に推進することを表明されました。

　続いて、国際地域学部 芦沢真五教授の講演「留学がもたらす

インパクト、交換留学の課題と学習成果分析の課題」などを実

施。午後は UMAP の留学プログラムに参加した学生らが発表し、

留学の現状や課題について議論が交わされました。続くパネル

ディスカッションでは、日本、カンボジア、フィリピン、マレー

シアの政府関係者が各国の高等教育政策の最新事例を紹介。その

後 UMAP の将来像について加盟国・地域の代表者がプレゼンテー

ションし、質の高い国際的な教育交流の促進のために、UMAP

や大学、各国・地域の政府が担うべき役割について提唱しました。

東洋大学でUMAP※25周年記念シンポジウムを開催

アジ ア の 学 生 たちの 架 け 橋となる
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UMAPのプログラム

留学プログラム

UMAP 加盟の異なる大学に所属し、同じテー
マに関心を持っている研究者 2 名以上による
ネットワーク。アジア・太平洋地域での教職
員・学生の交流を活性化させるために構築さ
れた。UMAP はこの研究者ネットワークの中
から、UMAP が目指すゴールや発展に関連の
ある研究に対し、助成金の提供を行っている。

UMAP Research Net

アジア・太平洋諸国間の単位を 1UCTS ＝ 1
単位で互換できる換算方式。留学において修
得した単位は UCTS として単位付与される。

UMAP Credit Transfer 
Scheme（UCTS）

2 校 間 の 交 換 留 学 と は 異 な り、
UMAP に加盟する大学ネットワーク
の中で年間 2 名ずつ交換留学を行う
プログラム。

プログラムA
（多国間交換留学プログラム）
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UMAP 加盟大学が提供する約 1 ～ 8
週間の短期留学プログラム。内容は
語学教育や異文化理解教育を中心と
している。

プログラムC
（短期留学プログラム）
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プログラム A にて、2 名以上の学生の
派遣・受入を実施したいという 2 つの
教育機関間で行う留学プログラム。

プログラムB
（二国間交換留学プログラム）

2

UMAP 加盟国・加盟校が独自のテーマ
で実施する超短期留学プログラムで、
2016 年に始まった新しい取り組み。
UMAP 加盟国から学生が集まり、1 ～
2 週間程度共に行動・生活を送る。

UMAPサマープログラム4

2016（平成28）年度　学部主催の海外研修プログラム
（海外インターンシップ・ボランティアを含む）

主催学部 実施時期・期間 プログラム名 派遣先国 研修言語 参加人数
（募集人数）※

9月（8日間） タイ 日本語 15名海外文化研修（タイ）

8月（17日間） イギリス 英語 7名夏季英語音声学セミナー（ロンドン大学）★

2～3月（23日間） ドイツ ドイツ語 16名法学部ドイツ語学研修★

2～3月（21日間） ノルウェー 英語 8名法学部短期平和学研修（トロムソ大学）★

12月（10日間） インドネシア 英語 12名社会文化体験演習（国際理解分野）インドネシアスタディツアー★

12月（10日間） ラオス 英語 21名社会文化体験演習（キャリア分野）ラオススタディツアー★

2～3月（4日間） 韓国 韓国語 （15名）社会福祉学科韓国研修

8～9月（4週間） フィリピン 英語 30名海外国際地域学研修（短期）サンカルロス大学コース

8～9月（2週間） タイ 英語 9名海外国際地域学研修（短期）チュラロンコン大学コース

8～9月（4週間） マレーシア 英語 24名海外国際地域学研修（短期）マラ工科大学・マレーシア科学大学コース

2～3月（5週間） オーストラリア 英語 （30名）海外国際地域学研修（短期）カーティン大学コース

2～3月（3週間） アメリカ 英語 （30名）海外国際地域学研修（短期）カリフォルニア州立工科大学ポモナ校コース

通年（4ヶ月～1年間） カナダ 英語 （若干名）国際地域学部　長期留学プログラム　ダグラスカレッジ

2～3月（2週間） フィリピン 英語 （30名）海外国際地域学研修（短期）UPセブ校コース

通年（15週間） アメリカ 英語 （若干名）特別長期インターンシップ（ワシントンセンター）

9月（6日間） 韓国 韓国語 20名海外福祉現場研修会

2～3月（16日間） アメリカ 英語 （18名）海外研修プログラム　ペース大学

9月（7日間） ドイツ ドイツ語 13名ドイツ研修

2～3月（3週間） フィリピン 英語 （30名）短期海外語学研修（セブ）★

9月（8日間） 中国 英語 6名海外研修プログラム　上海工程技術大学★

2～3月（3週間） カナダ 英語 （20名）短期海外語学研修（カナダ）★

2～3月（22日間） アメリカ 英語 （15名）海外研修プログラム　ハワイ大学

3月（4週間） カナダ 英語 27名海外英語研修プログラム　in Canada★

9月（4日間） 台湾 日本語 10名海外文化研修（台湾）

2～3月（15日間） スロベニア・クロア
チア・イタリア

日本語・英語・
スロベニア語 （10名）海外文化研修（スロベニア・リュブリャーナ大学）★

9月（11日間） アメリカ 英語 16名アメリカ研修★

8月（12日間） 中国 日本語・英語 14名中国研修★

3月（12日間） ドイツ・フランス
日本語・

フランス語・
ドイツ語

（30名）欧州研修（ドイツ・フランス）★

7～9月（2～5週間）
2～3月（2～5週間） 派遣先により異なる 英語 （50名）夏季・春季　国際地域学部　インターンシッププログラム

文学部

経済学部

法学部

社会学部

ライフデザイン
学部

理工学部

生命科学部

総合情報
学部

国際地域
学部

UMAP発足25周年
アジア太平洋大学交流機構 さらなるグローバル化のステージへ

★のついたプログラムは他学部の学生も参加可能　
※これから実施予定で参加人数が確定していないプログラムについては、募集人数を（　）内に記載

さらなるグローバル化の実現のために、本学では、さまざまな海外研修プログラムを実施しています。
2016（平成28）年度に実施、またはこれから実施を予定している各学部の海外研修プログラムをご紹介します。

プログラムの詳細についてはUMAPオフィシャルWEBサイトの"Programs"（http://umap.org/programs/）をご覧ください。

※UMAP：University Mobility in Asia and the Pacific
現在約23カ国、570の大学が参加。
本学は文部科学省の「スーパーグローバル大学創成支援」に採択された
「TOYO GLOBAL DIAMONDS」構想により、2016（平成28）年1月から
2020（平成32）年12月までの5年間、UMAPの国際事務局を務めています。
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