
海外志向のすすめ。
YNU的

海外経験は単に語学力を磨くだけでなく、グローバル化する世界を生き抜くためのスキルを身に着け

ることができます。海外での様々な体験を通して、自分のキャリアと未来のためのあらゆるつながり

を形成する貴重な機会となります。YNUは海外を志向する学生の皆さんを様々な形で応援しています。

連絡・問合せ先：横浜国立大学 国際教育課（学生センター 2 階）

YNUの留学バックアップ

学内留学
▶ まずは気楽に参加してみよう

▶ さまざまな留学のカタチがあります
YNUのサポートする海外派遣

▶ 迷っているならイベントに参加！
海外留学説明会
インターナショナル・ウィーク

▶ 留学に関する情報をキャッチしよう
国際交流メールマガジン
Global Campus

国際交流メールマガジン

Global Campus 『留学生との交流ハンドブック』

▶http://www.ynu.ac.jp/international/globalcampus/

登録を希望する学生は YNU ネットアドレスのアカウント (@ynu.jp) から、
件名に「Global Campus 登録希望」と記載し、空メールを
kokusai.shien@ynu.ac.jp まで送ってください。
なお、YNU ネットアドレス以外からの登録は受付けませんのでご注意ください。

グローバル教育科目
留学生と一緒に英語による授業を受けて学内
留学を体験。科目を揃えて副専攻プログラム

修了証書も入手しましょう。世界事情を学
べる科目も多数あります。

留学生と授業を受ける英語で授業を受ける

多言語トークタイム

外国人留学生と日本人学生が昼食を取り
ながら気軽に色々なトピックについて多
言語で自由に話し合う「トークタイム」。
トピックは様々で、外国人留学生との交
流を深め、英語でディスカッションをす
る練習にもなります。誰でも自由に参加
できます。

毎週 火・金昼休み＠学生センター 1 階

留学生と交流する多言語で話す

YNUの

学内留学

留学生に対して、日本人学生がチューターとし
て生活や勉強の手助けを行う制度です。来日直
後のサポートのほか、日常の学習（日本語、専
門科目）に関する手伝いや日常生活に関する手
伝いをします。チューターになりたい時は、各
部局の留学生担当の先生や指導教員の先生にそ
のことを伝えてみてください。

チューター制度
留学生を支援する留学生と交流する

大学の国際的活動をサポートする

▶http://www.ynu.ac.jp/campus/
  support/volunteer/international.html

学生国際ボランティアは、学生の立場や視点
から大学の国際的活動をサポートする大学公
認ボランティアグループです。 現在20名の日本
人学生および留学生が活動しています。大学
の更なる国際化のために、一緒に活動してく
れる学生を今年度も募集します !  詳細は大学サ
イトにて。

学生国際ボランティア

留学生を支援する

▶ http://www.isc.ynu.ac.jp/support/bank/

国際教育センターの日本語クラスをのぞいて
みませんか。「時間のある時に留学生の日本語
会話の相手になりたい」「留学生と交流経験が
ないので、在学中に機会を作りたい」など、
どんな動機でも歓迎です。一回限りの参加でも、
英語に自信がなくても大丈夫です。

日本語サポーターバンク

（国際戦略推進機構長公認組織）

留学生と交流する留学生を支援する 留学生と交流する留学生を支援する

留学準備を行う

▶http://ynu-isc-room105.jimdo.com/

国際教育センター交流・相談室 105 では、
日々の活動の他、学生スタッフが留学生
と一般学生の交流イベント（ウェルカム
パーティー、交流合宿、BBQ パーティー等）
を定期的に開催しています。 

（国際戦略推進機構長公認組織）
105国際教育センター

平日 11:30 ～ 14:30
＠国際教育センター 2階 

▶http://ynu-isc-isl2015.
　jimdo.com/

ISLは主として理工系の留学生支援を目的に活
動をしています。 日常で困ったことへの対応、
イベントの開催などです。
学生スタッフも募集中です。
詳しくは下記サイトにて！

（国際戦略推進機構長公認組織）EnⅡ
留学準備・支援を行っています。

（International Students Lounge）ISL
月・火・水・金 / 12:10 ～ 12:50
＠ローソン内

YNUでは、世界76か国・地域から留学生を受け入れており、

本学の全学生のうち留学生が占める割合は約10％と大変

高い比率となっています（2018.11.1 現在）。中国、韓国、ベト

ナムのほか、マラウイ、モザンビーク、ガーナ、ハイチなど

様々な国・地域からの留学生が YNUで学んでいます。

留学生の受入状況は、ウェブサイトで確認できます。

▶http://www.ynu.ac.jp/international/accept/

　circumstance.html

留学生と話してみたい、留学生と
友達になりたいという学生は、

『留学生との交流ハンドブック』を
読んでみよう！

留学生を支援する留学生と交流する

まずは
気楽に参加
してみよう!

 メーリングリストに登録しておくと、
留学・国際交流関連情報を
メールマガジンで受信することができます。

学生による留学および留学生支援活動も活発に行われています

▶http://www.isc.ynu.ac.jp/support/pdf/koryu_handbook.pdf



留学経験者の声

海外留学経験は、 今の仕事で本当に活きています。 
横浜国立大学は留学をサポートする体制が整っているので、 十分活用してください。

（カリフォルニア州立サクラメント校留学・経営学部卒。  伊藤忠商事勤務 A·K さん）

語学力 キャリア
世界を

生き抜くための
スキル

未来のための
あらゆる
つながり

海外経験で得られるもの

ー中村文彦  国際戦略推進機構長

感性豊かな若い時代のうちに、少し
背伸びして、海外の土を踏み、海外
の空気を吸い、海外の歴史、文化、
人々そして現 代 社 会に触 れること
は、必ずや一生の宝物になります。

海外派遣
YNUの
サポートする

① 交換留学
　　世界42 か国 132 大学の協定校への１年又は半年の派遣

② プロジェクト型短期派遣
③ 語学集中研修
　　夏季・春季休業期間中の２～５週間程度の派遣

教員や大学の
バックアップ体制が

あるから安心！

現地情報に詳しい

海外留学説明会
2019 年

5月21日（火）

開催
交換留学をはじめ、海外渡航に
興味のある人を対象としています。

日時：5月21日（火）16:20 ~
場所：中央図書館メディアホール

　第 1 部　英語能力テスト（　TOEFL iBT、IELTS）について
　第 2 部　交換留学について
　第 3 部　個別留学相談

留学に興味あるけど、

一歩踏み出せない。

そんな人にピッタリの

イベントです。

留年せずに
海外留学・
海外経験できる
方法もあります

インターナショナル・
ウィーク

ミニ説明会・相談会
交換留学に関する基本的な説明を海外留学コーディネー
ターが説明します。第5 回は 2020年度交換留学募集につい
て説明予定です。

第 1 回 4/23（火） 12:10-12:50    
第２回 6/11（火） 12:10-12:50    
第３回 7/4（木） 12:10-12:50    
第４回 8/2（金） 12:10-12:50    
第５回 10/8（火） 12:10-12:50    
第６回 12/5（木） 12:10-12:50    

主に夏季又は春季休業期間中に行われる YNU 海
外短期英語研修や、学部等で行われている一部の
海外研修についての説明会です。第 1 回と第 2 回
は同じ内容です。

短期研修説明会夏季 /春季

夏

10 月開催予定秋

4/12（金）16:30-17:10
中央図書館メディアホール

第２回

第 1 回 4/10（水）12:10-12:50
中央図書館メディアホール

※日程（予定）

第 1 回から第 4 回までは
基本的には同じ内容です。

（予定）

交換留学

開催場所：
中央図書館
メディアホール
又は
国際教育センター 1 階

※日程（予定）

　第 2 部　交換留学について
　第 3 部　個別留学相談

2019年
5月20日（月）

～24日（金）
開催

春学期

2019年
10月14日（月）

～18日（金）
開催

秋学期


