
静岡県は、スズキ、ヤマハ、ホンダなどグローバル企業の発祥の地であり、東京と大阪の
ちょうど中間に立地しています。
キャリア形成、住みやすい住環境、都市の便利さを同時に提供できるのが静岡です。

静岡で学ぶ

2016 年 3月、静岡、浜松キャンパスそれぞれに、新
しくユニット制の寮が完成しました。寮の賃料は月額
20,000 円程度です。各ユニットには共同で使うキッ
チンや広々としたリビングダイニングなどがあり、また
全館にハイスピードインターネットが完備されていま
す。寮生同士のコミュニケーションの場として多目的
スペースも設置されています。
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静岡国際交流会館 浜松国際交流会館 2号館
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お問合せ
Contact

静岡大学　国際連携推進機構

●ご質問やお問い合わせはお気軽にメールでご連絡ください。担当スタッフがわかりやすくご案内いたします。

Webサイト :  http://www.abp.icsu.shizuoka.ac.jp
Facebook:  https://www.facebook.com/abp.shizuoka.u
E-mail :  global@adb.shizuoka.ac.jp

100%授業料サポート＆ABP 奨学金
入試はEJUと英語資格試験による書類審査＋面接のみ
日本、インド、インドネシア、タイ、ベトナム、ミャンマーでの受験が可能
10月入学
日系企業への就職支援

STUDY FOR FREE 
Full tuition waiver for all successful applicants

学士課程 留学生対象

ABP学生からのメッセージ

私が留学先に日本を選んだのは、日本が世界で一番技術的に進歩しているからです。また日本の文化にも魅力を感じていまし
た。特に日本人の礼儀正しさは誰にとっても模範となるものでしょう。それに日本は、生活水準も高く、料理も美味しいです。
　静岡は、スズキやヤマハなどのグローバル企業が集結する日本の工業の中心地であり、そのため就職の機会にも恵まれてい
ます。その上ABPプログラムでは大手企業で働くのに十分な能力を身につけることができるので、私は静岡大学で勉強する
ことができて光栄です。浜松キャンパスの周辺環境も大学の寮もとても素敵です。

２０１５年 情報学部　情報科学科  入学　ー Sri Venkateshwar International School 卒、インド出身
Vishu Gupta

静岡大学　国際連携推進機構
〒422-8529　静岡県静岡市駿河区大谷 836

日本での短期交流プログラムへの参加や観光旅行を通して日本に良い印象をもったことがきっかけで、留学を考えるように
なりました。留学生向けのプログラムは他の大学にもたくさんありますが、なかでも静岡大学のABPは、日本語で専門科目
の勉強をしたい留学生にとって、本当に良い機会だと思います。学費や奨学金などの支援もあり、日本に来日せずに自国で
受験することもできます。
　生活については、静岡は都会すぎず田舎すぎず、とても住みやすい町です。山や海など自然にも恵まれていて、勉強する
には良い環境です。私はまず学部生の間に十分な知識を身につけ、卒業後は大学院に進学することを目指しています。

２０１７年 理学部　生物学科  入学　ー Assumption College 卒、タイ出身
Norapat Klinkaewboonwong



静岡大学 アジアブリッジプログラム (ABP) は、国際展開を進める静岡県企業及び自治体と連携し、将来、
静岡とアジア諸国の架け橋として活躍が期待される「理工系の専門性と経営学的思考もしくは文系の専門性と
理工学的思考を持ち、アジアを中心とする海外で中核となって活躍する人材」の育成をその目的としています。
県内企業が多く進出するインド、インドネシア、タイ、ベトナム、ミャンマーを重点地域とし、優秀なアジア人留
学生及び日本人学生の選抜・育成・人材輩出を通じ、地域と産業のグローバル化への貢献を目指しています。 

静岡大学では、アジア５カ国（インド、インドネシア、タイ、ベトナム、ミャンマー）の外国人留学生を対象としたアジア
ブリッジプログラム特別入学試験を実施しています。入学後は、『アジアブリッジプログラム（ABP）人材育成コース』の
学生として、半年間の基礎教育（ABP基礎日本語、ABP基礎科目）を経て、志望学部の学士課程で日本人学生と共に学
びます。

ABP では、企業人を授業の講師として積極的に招き、産学連携で人材育成を進めます。インターンシップを含め、在籍中に学生
が企業と交流する機会を多く設け、卒業後の就職に向けたキャリア支援を行います。

スズキ、鈴与、ヤマハ発動機、静岡銀行、朝日電装、FCC、トヨタ自動車、日産自動車、マツダ、パナソニック、東芝、
ソニー EMCS、シャープ、富士通、ローム、ＮＳＫワーナー、パロマ、愛知製鋼、ダイキン工業、アルプス電気、
中部国際空港、フタバ産業、日本空港ビルデング、JATCO、オーム電機、ニトリ

ABP は入学から大学生活、卒業後の就職までを一貫して支援します。

留学生の主な就職先（略称）：

静岡で学び、世界で働く。
情報学部
・情報科学科　情報社会学科
行動情報学科 

人文社会科学部 
・社会学科　言語文化学科　
法学科　経済学科 
教育学部 
理学部
・数学科　物理学科　化学科　生物科学科　地球科学科 

工学部
・機械工学科 　電気電子工学科　電子物質科学科 
化学バイオ工学科　数理システム工学科 農学部

・生物資源科学科　応用生命科学科

浜松キャンパス 静岡キャンパス

静岡大学 ABP 4 年間在学

日本語力
強化

国際人の
育成

専門知識
技術の習得

日本企業での
インターンシップ

入学
ABP受講

卒業
就職

グローバル企業インド、インドネシア、
タイ、ベトナム、ミャンマー

アジア５ヵ国

ABPでは、
１０月（秋）入学、
４年間で
日本語+専門教育
を学びます。

初学期教育 学部専門課程 +ABP10月～
 （６か月）

＊ 学部・学科（課程）によって異なる

日本語による専門課程
ABP教養、アクティブラーニング科目
日本企業でのインターンシップ
卒業研究プロジェクト

ABP基礎日本語

ABP基礎科目

カ
リ
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産学連携＆就職支援

翌４月～
（３年半）

ＡＢＰ学士課程留学生　プログラムの対象

日本留学試験（EJU）
学部・学科

英語での受験・可
日本語

総合科目 理科 数学 英語資格試験

人文社会科学部 ○ ○ 　 コース1

TOEFL
(PBT/iBT)
TOEIC
IELTS

のいずれか

教育学部 ○ ○ 　 コース1または
コース 2

　

情報学部

情報社会学科 ○ ○

物・化・生から2 科目自由選択

コース1または
コース 2

情報科学科 ○ 　

行動情報学科 ○ 　
コース2

理学部

数学科 ○ 　 物・化・生から2 科目自由選択

コース2

物理学科 ○ 　 物理必修 他1科目自由選択

化学科 ○ 　 化学必修 他1科目自由選択

生物科学科 ○ 　
物・化・生から2 科目自由選択

地球科学科 ○ 　

工学部 ○ 　 物理・化学 コース2

農学部 ○ 　 物・化・生から2 科目自由選択 コース2

出願方法
ABP の出願には日本留学試験（EJU）と英語資格試験（TOEFL, TOEIC, or IELTS）のスコアが必要です。
なお、面接試験は日本及び現地で行いますので、受験のために日本に渡航する必要はありません。

ＥＪＵ公式サイト：https://www.jasso.go.jp/ryugaku/study_ j/eju/index.html
・年に2回受験が可能です。（6月及び11月）
・各国の試験会場　インド（ニューデリー）、インドネシア（ジャカルタ、スラバヤ）、タイ（バンコク、チェンマイ）、ベトナム（ハノイ、ホーチミン）、
 ミャンマー（ヤンゴン）、および日本各地

ABP入学までのスケジュール

※学部・学科によって異なる入学基準があります。また、募集学部は変更になる場合がありますので、
　出願時に必ずWeb（http://www.abp.icsu.shizuoka.ac.jp) で詳細を確認してください。
※EJUの日本語科目につきましては、JLPT（日本語能力試験）での代替が可能です。

下記の試験を受験
・日本留学試験 (EJU)

・英語資格試験 (TOEFL, TOEIC, or IELTS)

11月～12 月

オンライン出願

2月～3月

面　　接

１０月
入学

3月

合格発表

学費・奨学金
ABPは、経済的な負担の大変少ないプログラムです。
まず入学検定料、入学料、1年目の授業料が全額不徴収と
なり、2年目以降の授業料も、所定の成績要件を満たすこ
とにより、半額または全額が不徴収となります。くわえて、
各種奨学金申請サポートも提供されます。

※金額は2019年度のもの。年度ごとに変更があります。

不徴収ABP 学生

正規の費用

検定料（1回） 入学料（1回）

不徴収

￥17,000 ￥282,000 ￥535,800/ 年

授業料（1年毎）

1年目
不徴収
（100％）

2～ 4 年目
不徴収

（50 または 100％）

書類選考

翌1月～2月

ABP


