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アジアブリッジプログラム(ABP）副専攻 Your path to the Global world
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国際連携推進機構ニュース

GO GLOBAL!
　アジアブリッジプログラム(ABP)副専攻は、国際的な感覚を身につけるために、アジアを中心とする国からの留学生
と、ともに学ぶ全学横断的なプログラムです。全学部学生がグローバル化やアジア地域について理解を深める科目群を
受講できます。修了者には「副専攻修了証書」が授与されます。
履修人数は1学年60名程度で履修要件は履修登録申請時にTOEIC550点以上です。

理学部物理学科　工藤怜旺
皆さんは英語で何かを考えたことはありますか？ABPでは英語で授業が行われています。
先生の話はもちろん、生徒同士のディスカッションも英語です。そこでは英語が意思疎通の
ツールとなっています。私は英語での先生や留学生の話を理解しようと必死で、自然と前の

めりになって話を聞いています。そのおかげか授業内容の理解が深まりまし
た。ABP副専攻の履修を通して、留学気分が味わえ、とても良い経験とな
りました。

アジアブリッジプログラム(ABP)副専攻＊とは？

Q&A

ABP副専攻 体験談

修了要件・単位

＊副専攻とは？
所属する学部や学科の授業科目にとどまらず、自身の専攻（主専攻）以外に、興味や関心のある特定のテーマに沿った科目を体系的に学ぶ制度です。

ABP副専攻の魅力
▶ 授業を英語で学べる　
▶ 留学生とともに学ぶ少人数制アクティブラーニング
▶ 海外研修　

▶ 県内企業人の特別講義
▶ 国際経験豊かな教員が修了研究を指導
▶ 修了見込証を就職活動で活用できる

Q ・ 最初から副専攻の登録をしなければなりませんか？

A ・ 試しにいくつかのABP副専攻科目を履修し、後から登録することができます。登録は学期途中でも可能です。副
専攻の登録者にはガイダンス等を行いますので、可能であれば科目履修前の登録をおすすめします。

Q ・ 修了できなかったらどうなりますか？

A ・ 最終的に修了できなくても、成績表等には残りません。興味がある方はトライしてみてください。また担当教員は修
了に向けた支援をします。

合計15単位：ABP科目（４科目:８単位）、Active Learning科目（２科目:４単位）、海外研修科目（１科目:２単位）、修了認定科目（１科目：１単位）

お問い合せ
静岡大学国際連携推進機構／国際交流課（静岡：共通教育A棟４F、浜松：S-port １F）　E-mail: global@adb.shizuoka.ac.jp
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活動紹介（2018年度後期）

留学生と交流：支援ボランティア募集！
留学生の支援ボランティアサークルのメンバーを募集し
ます。主な活動は交流イベント企画・運営・参加、日本語・
日本生活支援、日本文化紹介などです。留学生交流に関心
のある静大生で、責任を持って活動に参加してくださる方
ならどなたでも応募できます。メールでこちらから活動情
報を連絡し、できる時に参加するというスタイルです。毎年
新入生もたくさん登録しています。留学生の登録も大歓迎
です！

【 問合せ先・応募先 】
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AYE HNIN PWINT AUNG

静岡大学　情報学研究科 修士課程 2017年卒
ヤンゴン外国語大学 日本語専攻卒　
ミャンマー・ヤンゴン出身
スズキ株式会社勤務

静岡大学留学体験談

　私が静岡大学を選んだ理由は、文系の学生が情報
科学を勉強できるからでした。静岡大学は学生が安
心して勉強できて、新しいことに挑戦できる環境を提
供してくれます。私は、在学中、学部３年から医療分
野の有名な先生たちと一緒に共同研究を行いまし

た。大学のサポートで日本国内や海外でも自分の研究を発表することができ、日本音響学会東海支部から優秀発表賞も
受けました。　勉強以外では、自分の趣味に合わせた部活やイベントに参加・企画することもできて充実した学生生活を
送りました。卒業後は有名な会社で働くチャンスが多くあります。私は今、グローバルな会社、スズキ自動車で仕事をして
います。

国際連携推進機構 静岡キャンパス：熊井研究室（共通教育Ａ棟504号室）　オフィスアワー：火曜日12：45～14：15
　　　　　　　 TEL：054-238-4999　　E-mail：kumai.hiroko@shizuoka.ac.jp
浜松キャンパス：袴田研究室（工学部７号館305号室）　オフィスアワー：月曜日12：45～14：15
　　　　　　　 TEL：053-478-1675　　E-mail：hakamata.mari@shizuoka.ac.jp

（エイ　ニン　プイン　アウン）
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留学生活動

海外留学支援

地域交流

ＡＢＰ活動

海外往来訪

9/27/28 プレイスメント・テストおよびガイダンス

10/4 留学生受入れ式

10/18
留学生交流会10/25

国際交流会館歓迎会

11/10/11,17・18 静大祭

1/11 ABP留学生企画新年会

2/20～22 留学生スキー研修旅行

3/7 留学生修了式

10/11・18 海外留学フェア

11/8・29 交換留学成果発表会

11/29 ＶＳＣＰ説明会

11/30 TOEFL対策説明会

12/13,1/17,2/7 春季短期留学参加者説明会

3/26 交換留学予定者ガイダンス
2/19 ＩＬＵＮＯ参加者説明会

9/28 ＡＢＰ留学生ガイダンス（学士・修士）
10/4 ＡＢＰ副専攻海外研修成果報告会

11/16～18 ホームステイ

11/25 お茶会

12/22・23 交流イベント
「話っ、和っ、輪っ！」

10/1～ 静岡市立高等学校英語TA開始

浜松北高等学校英語コースとの交流10/10

11/1～4

10/21～

着付体験

モンゴル JICA 日本留学フェア（ウランバートル）

10/1~3 インドネシア 日本語学校（ジャカルタ市内）、パジャジャラン大学、バンドン工科大学

10/6・7

10/21~29

ベトナム JASSO留学フェア（ハノイ、ホーチミン）

インド
インド工科大学ハイデラバードIITH（ジョイントセミナー、JICA IITH-

Japan Collaboration Academic Fair 2018）、日本語学校ほか

10/30 日本国内

11/24~27 フィリピン

日仏高等教育シンポジウム（東京）

マリアノ・マルコス州立大学：交流協定調印、セミナー、

ラウンドテーブル

日英高等教育フォーラム（東京）

12/7 日本国内

マレーシア同窓会（クアラルンプール）プトラマレーシア大学、マラヤ大学2/22~23 マレーシア

1/21 中 国 福州大学材料科学与工程学院（工学・さくらサイエンス）

1/24 韓 国 東国大学（理学・さくらサイエンス）

3/6 韓 国
バングラディシュ

忠南大学、バングラデシュイネ研究所 協定調印

超領域研究三部局国際シンポジウム

10/9~19 マレーシア マレーシア工科大学 職員研修4名

カンボジア カンボジア工科大学(JICE) 学生・教員

10/15

11/1

インドネシア ウダヤナ大学、ガジャマダ大学（工学・さくらサイエンス）11/12

中 国

日本語学校（マラン）教員1/15

10/1

韓 国

西南物理研究院および四川大学（理学・さくらサイエンス）1/16

韓国水原市大学生 教育学部 訪問

（対日理解促進交流プログラム　JENESYS2018）
1/17

インドネシア

インドネシア

インドネシア大学 工学部長・教員11/27
インド、インドネシア
タイ、マレーシア、
ベトナム

インターアカデミアアジア第５回会議12/3~5
タイ高校生4名（タマサート大学The Science Classrooms in 

University Affiliated Schools Project (SCIUS)”海外研修）、

引率教員2名（タマサート大学）
12/15~17

インドネシア
ガジャマダ大学　Siti Subandiyah教授、バンドン工科大学　

Dr. Eka Mulya Alamsyahほか教員2名

11/12 モンゴル

タ イ

モンゴル教育・文化・科学・スポーツ省推薦高校生

(静岡県・さくらサイエンス)

11/17・18 ＡＢＰ入試個別相談会＆海外研修パネル展

就職支援活動
10/25,11/3・8・29 ふじのくに留学生就職促進プログラム説明会

11/17,12/19 県内企業バスツアー

11/17,12/19

12/26・27 SCDP集中セミナーⅡ

静岡聖光学院英語TA

浜松
はままつ

浜松
はままつ

浜松
はままつ

浜松
はままつ

浜松
はままつ

浜松
はままつ

静岡
しずおか

静岡
しずおか

静岡
しずおか

静岡
しずおか

静岡
しずおか

静岡
しずおか

浜松
はままつ

静岡
しずおか

浜松
はままつ

三島
みしま

静岡
しずおか

企業交流会

りゅうがくせい　   しえ ん　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ぼしゅう りゅうがくせいうけい　　しき

りゅうがくせい　　　　　　　　　　がくし　 しゅうし

りゅうがくせいしゅうしょくそくしん　　　　 せつめいかい

けんないきぎょう

こうかだいがく  しょくいんけんしゅう  めい

とうごくだいがく  りがく

ちゅうなんだいがく  　　　　　　　　　　　　　　けんきゅうじょ  きょうていちょういん

にほんりゅうがく

りゅうがく

こうかだいがく

にほんごがっこう　　　　　　　　しない　　　　　　　　　　　　だいがく　　　　　 こうかだいがく

にほんごがっこう

にちえいこうとうがっこう　　　　　　　　とうきょう

にちふつこうとうがっこう　　　　　　　　とうきょう

どうそうかい だいがく だいがく

しゅうりつだいがく こうりゅうきょうていちょういん

ちょうりょういきけんきゅうさんぶきょくこくさい

ふくしゅうだいがくざいりょうかがくこうていがくいん　こうがく

だいがく  　　　　　　　　　だいがく  こうがく

だいがく  こうがくぶちょう  きょういん

にほんごがっこう　　　　　　きょういん

せいなんぶつりけんきゅうじょ　　 しせんだいがく  りがくちゅうごく

ちゅうごく

にほんこくない

にほんこくない

かんこく

かんこく

かんこく

かんこくみずはらしだいがくせい  きょういくがくぶ  ほうもん

たいにちりかいそくしんこうりゅう

だい　かいかいぎ

こうこうせい　めい　　　　　　　　 だいがく

かいがいけんしゅう

いんそつきょういん めい　　　　　　　　だいがく

しずおかけん

こうかだいがく  　　　　　　がくせい　きょういん

だいがく  　　　　　　　　　　　　　　　　 きょうじゅ　　　　　　　　こうかだいがく

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　きょういん　めい

きょういく　ぶんか　かがく　　　　　　 しょう  すいせんこうこうせい

きぎょうこうりゅうかい

しゅうちゅう

ふくせんこうかいがいけんしゅうせいかほうこくかい

にゅうしこべつそうだんかい　　　かいがいけんしゅう　　　　　 てん

りゅうがくせいきかくしんねんかい

りゅうがくせい　　　　　けんしゅうりょこう

りゅうがくせいしゅうりょうしき

しずだいさい

りゅうがくせいこうりゅうかい

こくさいこうりゅうかいかんかんげいかい

かいがいりゅうがく

こうかんりゅうがくせいせいかはっぴょうかい

せつめいかい

たいさくせつめいかい

しずおかせいこうがくいんえいご

きつけたいけん

しずおかしりつこうとうがっこうえいご  かいし

はままつきたこうとうがっこうえいご　　　　　　こうりゅう

しゅんきたんきりゅうがくさんかしゃせつめいかい

さんかしゃせつめいかい

こうかんりゅうがくよていしゃ

ちゃかい

こうりゅう

わ わわ

といあわ　　  さき　　おうぼさき

こくさいれんけいすいしんきこう しずお か くまいけんきゅうしつ　きょうつうきょういく　とう　　　ごうしつ　　　　　　　　　　　　　　　　　　かようび

はかまたけんきゅうしつ   こうがくぶ　　　ごうかん　　   ごうしつ　　　　　　　　　　　　　　　　　  げ つようび

しずお かだいがく　　じょうほうがくけんきゅうか　しゅうしかてい　　　　　　ねんそつ

　　　　　　　　が いこくご だ い がく　　にほ んごせんこうそ つ

　　　　　　　　　　　　　　　　　しゅっしん

　　　　　　　かぶしきがいしゃきんむ

　　　だいがく　　　　　　　　　　　　にほんこくない　　　かいがい　　　　   じぶん　　  けんきゅう　  はっぴょう　　　　　　　　　　　　　　にほ ん おんきょうが っか いとうか いしぶ　　　　　ゆうしゅうはっぴょうしょう

 う　　　　　　　　　　　　　　べんきょういがい　　　　　　じぶん　　　  しゅみ　　　  あ　　　　　　　ぶかつ　　　　　　　　　　　　　さんか　　きかく　　　　　　　　　　　　　　　　じゅうじつ　　　がくせいせいかつ

おく　　　　　　　　そつぎょうご　　　ゆうめい　　かいしゃ　　  はたら　　　　　　　　　　  おお　　　　　　　　　　わたし　  いま　　　　　　　　　　　　　かいしゃ　　　　　　　   じどうしゃ　　　  しごと

　　わたし　 しずおかだいがく　　　　えら　　　　　りゆう　　　　ぶんけい　　　がくせい　　　じょうほう

  かがく　　　べんきょう　　　　　　　　　　　　　　　　　　しずおかだいがく　　　がくせい　　　あん

しん　　　　べんきょう　　　　　　　あたら　　　　　　　　　　ちょうせん　　　　　　かんきょう　　てい

きょう　　　　　　　　　　　　  わたし　　 ざいがくちゅう　   がくぶ　　　 ねん　　　　　いりょうぶん

 や　　　ゆうめい　　　せんせい　　　　　　　いっしょ　　  きょうどうけんきゅう　 おこな

はままつ

おも　　かつどう　　こうりゅう　　　　　　　きかく　   うんえい　さんか　　　にほんご

にほんせいかつしえん　　　にほんぶんかしょうかい　　　　　　　　　りゅうがくせいこうりゅう   か んしん

              しずだいせい　　　せきにん　　も　　　　  かつどう　　さんか　　　　　　　　　　　  かた

　　　　　　　　　　　　　　おうぼ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  かつどうじょう

ほう　　れんらく　　　　　　　　  とき　　さんか　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　まいとし

しんにゅうせい　　　　　　　　とうろく　　　　　　　　　　りゅうがくせい　   とうろく　　だいかんげい

りゅうが くせ い か つどう

か い が いりゅうが くしえ ん

しゅうしょくしえ んか つどう

か い が い お うらい ほ う

ちい きこうりゅう

か つどう

かつどうしょうかい ね ん ど ぜ ん き

り ゅ う が く せ い 　 　  こ う り ゅ う 　 　 し え ん 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　  ぼ し ゅ う

し ず お か だ い が く り ゅ う が く た い け ん だ ん
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留学生カウンセリング・サービス

ABP情報

お知らせ

10/12

Shizuoka University Organization for 
International Collabolation
836 Oya, Suruga-ku, Shizuoka, Shizuoka 422-8529, JAPAN
TEL:054-238-4996
ryugaku@adb.shizuoka.ac.jp

静岡大学 国際連携推進機構
〒422-8529　静岡市駿河区大谷 836　
TEL:054-238-4996（代表）　
ryugaku@adb.shizuoka.ac.jp

しずおか

静岡
はままつ

浜松

相談日：水曜日（13:30～17:30）

場所：国際連携推進機構相談室
　　（共通教育Ａ棟4F）

相談日：木曜日（13:30～17:30）

場所：国際連携推進機構相談室
　　 （工学部７号館２F 203 ）カウンセラー：石川令子先生

ishikawa.reiko@shizuoka.ac.jp

キャンパス キャンパス

いしかわれいこせんせい

そうだんび

ばしょ ばしょ こくさい れんけい すいしん きこう そうだんしつこくさい れんけい すいしん きこう そうだんしつ

きょうつうきょういく とう

すいようび そうだんび もくようび

こうがくぶ ごうかん

静岡・浜松両キャンパスにおいて、カウンセリングの専門家が日本語または英語で相談に応じます。予約はホームページ
（http://www.icsu.shizuoka.ac.jp/english/0303.htm）からできます。

Counseling

Information

Consultations with a counselor for international students are held regularly at both campuses. Please do not hesitate to make use 
of the counseling office. You can book your appointment from our website （http://www.icsu.shizuoka.ac.jp/english/0303.htm）
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ＡＢＰ副専攻は国際的な感覚を養う授業を、外国人留学生とともに英語で学びます。所定の単
位を修得すると「副専攻修了証書」が授与されます。国際人を目指す学生はぜひ説明会に参加
してましょう。

ＡＢＰ副専攻説明会 ■ 静岡：５月９日（木）・浜松：５月16日（木）

海外留学情報

静岡大学が提供する短期・長期留学についての説明を行います。留学を体験した先輩の話、各プロ
グラムの概要や応募方法など、幅広く情報を得ることができます。少しでも海外留学に興味のある
学生はぜひ参加してください。

海外留学フェア ■ 静岡：4月18日（木）・浜松：4月25日（木）

外部講師によるTOEFL試験の説明会を行います。　留学希望者はぜひ出席してください。

TOEFL対策説明会 ■ 静岡・浜松：6月(未定)

TOEFL勉強会で早めにコツをつかんで、点数アップに励みましょう。

TOEFL勉強会 ■ 静岡・浜松：6月(未定)

2019年度交換留学生（派遣）のためのガイダンスです。留学予定者は必ず参加してください。

交換留学生ガイダンス ■ 静岡・浜松：第２回：５月16日（木）、第３回：６月20日（木）

ＡＢＰ留学生を対象とする履修についてのガイダンスです。1年生は学部での授業について、
２、３年生は必修のインターンシップについて、４年生は修了や将来の進路についてなど、履
修や単位修得にかかる情報を提供します。

ＡＢＰ留学生ガイダンス ■ 静岡：４月２日（火）・浜松：４月３日（水）

ABP Information

The ABP Sub-major program minor includes courses taught in English, active learning with 
international students, and training abroad. Come to the information session if you are 
interested in international experiences. 

ABP Sub-major program
■ Shizuoka: Thursday, May 9; Hamamatsu: Thursday, May 16

Information on Studying Abroad

We will explain the short-term and long-term study abroad options Shizuoka University provides. All 
students who have even the slightest interest in studying abroad should attend.

Study Abroad Fair
■ Shizuoka: Thursday, April 18, 2019; Hamamatsu: Thursday, April 25, 2019

We will host a TOEFL exam information session that an outside instructor will lead. Students 
hoping to study abroad should be sure to attend.

Guidance for the TOEFL Examination
■ Shizuoka & Hamamatsu: Dates TBA

Attend the TOEFL Study Group to get some hints before the exam that can act as motiva-
tion to get your scores up.

TOEFL Study Group
■ Hamamatsu & Shizuoka: Dates TBA

This guidance is for outbound exchange students in academic year 2019.

Guidance for Studying Abroad
■ Shizuoka & Hamamatsu: 2nd session - Thursday, May 16, 2019; 
　 3rd session - Thursday, June 20, 2019

Guidance regarding ABP for international students. The session will offer information on the 
available lecture and curriculum options.

Guidance for ABP students
■ Shizuoka: Tuesday, April 2; Hamamatsu: Wednesday, April 3

Office hours: 
  Wednesday (13:30‒17:30)
Location: 
  Student Counseling Office 
  (General Education, Building A, 4F)

Office hours: 
  Thursday (13:30‒17:30)
Location: 
  Student Counseling Office
  (Faculty of Engineering, Building 7, 2F)

Counselor: Ms. Reiko Ishikawa
ishikawa.reiko@shizuoka.ac.jp

Shizuoka Campus Hamamatsu Campus

国際連携推進機構ニュース  Organization for International Collaboration, Newsletter
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International Students Activities

Support for Studying Abroad

Exchange Activities in Local Communities

Asia Bridge Program (ABP) Activities

Guests and Travel

27‒28 Sep Placement testing & guidance

4 Oct Welcome ceremony (S)

18 Oct
Social event for Japanese and 
international students (S)25 Oct

Welcome party at the 
International Residence (H)

10‒11, 17‒18 Nov Campus festival

11 Jan New Year’s Party (H)

20‒22 Feb Ski trip

7 Mar Completion ceremony (S)

11, 18 Oct Study Abroad Fair
8, 29 Nov Debriefing on the exchange programs

29 Nov Briefing on the University of 
Alberta , VSCP

30 Nov　 Seminar for TOEFL

13 Dec, 17 Jan7Feb Guidance for spring tours

26 Mar Guidance for students who will 
study abroad 

19 Feb Guidance for ILUNO Program 
participants

28 Sep Guidance for ABP students
4 Oct Debriefing session on overseas study tour

16‒18 Nov Homestay program (H)

25 Nov Tea ceremony experience (H)

22‒23 Dec Discussion practice for Japanese andinternational students

From 1 Oct English teaching assistant experience at  local high schools (S)
English sessions with high school students (H)18 Oct

1‒4 Nov

21 Oct

Kimono-wearing experience (S)

Mongolia JICA Study in Japan Fair, Ulaanbaatar
(atended with Shizuoka prefectural  goverment)

1–3 Oct Indonesia
Japanese language schools(Jakarta), 
Padjadjaran University, Bandung Institute of Technology

6–7 Oct

21–29 Oct

Vietnam JASSO Study in Japan Fair (Hanoi & Ho-Chi-Minh)

India
Indian Institute of Technology, Hyderabad (IITH): 
Joint seminar, JICA IITH-Japan Collaboration Academic 
Fair 2018;Japanese language schools

30 Oct Japan

24–27 Nov Philippines

Japan‒France Symposium in Higher Education (Tokyo)

Mariano Marcos State University; 
Signing ceremony & roundtable discussion

Japan‒UK higher education forum (Tokyo)

7 Dec

TOPICS2 Activity Report（Second Term of Academic Year 2018）
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（Ｓ→Shizuoka,Ｈ→Hamamatsu）

Japan

Alumni organization launch meeting in Kuala Lumpur, 
Malaysia, University of Putra Malaysia  & Malaya University22–23 Feb Malaysia

24 Jan Korea Dongguk University (Sakura Science Project: Science)

6 Mar Korea & 
Bangladesh

Chungnam National University & Bangladesh Rice 
Research Institute（BRRI）for MoU signing

9–19 Oct Malaysia Universiti Teknologi Malaysia , Staff training visit

Cambodia Institute of Technology of Cambodia (JICE) 

15 Oct

1 Nov

Indonesia Udayana University & Gadja Mada University 
(Sakura Science Project: Engineering)12 Nov

China Southwestern Institute of Physics & Sichuan University 
(Sakura Science Project: Science)16 Jan

1 Oct

Korea University students from Suwon city, Korea (JENESYS)17 Jan

China College of Materials Science and Engineering, 
Fuzhou University (Sakura Science Project: Engineering)21 Jan

Indonesia University of Indonesia 27 Nov
India, Indonesia, 
Thailand, Malaysia 
& Vietnam

The 5th Inter-Academia Asia Conference3–5 Dec
High school students from the Thammasat University‘s 
“Science Classrooms in University‒Affiliated Schools 
Project (SCIUS) “study tour

15–17 Dec

Indonesia
Gadja Mada University(Prof. Siti Subandiyah) & 
Bandung Institute of Technology(Dr. Eka Mulya Alamsyah 
and other two faculty)

12 Nov Mongolia

Thailand

High school student delegates from the Mongolian 
Ministry of Education, Culture, Science & Sports 
(Sakura Science Project, Shizuoka prefectural government)

17‒18 Nov Consultation services for the ABP entrance examination & the ABP overseas study tour exhibition

Career Support
25 Oct, 3 Nov, 8 Nov, 29 Nov Briefing session on the Shizuoka Career Development Program for International Students (S & H)
16 Nov, 12 Feb Bus tour for company visits

17 Nov, 19 Dec
Career networking event for 
international students and 
companies (Mishima & H)

26‒27 Dec Intensive Seminar Ⅱ (S & H)

Roundtable discussion (Dec.3rd ) Young Researchers’ conference (Dec.4th)

India
　・Indian Institute of Technology Hyderabad
Indonesia
　・Indonesian Institute of Sciences(LIPI)
　・Lampung University
Thailand
　・Chiang Mai University

Malaysia
　・University Putra Malaysia
　・Malaya University
Vietnam
　・University of Languages and International Studies, 
　  Vietnam National University
　・Ton Duc Thang University

English teaching assistant experience 
at local junior high schools (S)

E-2 E-3

The Fifth Inter-Academia Asia Conference
From December 3 through December 5, 2018, Shizuoka University hosted the fifth Inter-Academia Asia Conference for its Southeast 
Asian and South Asian partner universities . We invited eight academics and seven students from our eight partner universities. 
The first day's roundtable discussion began with remarks from Shizuoka University Vice -Director of the Organization for International 
Collaboration, Professor Yasuto Shirai. Professor Noriko Matsuda continued with a presentation on efforts toward internationalizing the 
master's degree programs at Shizuoka University and the eight attending universities. The proceedings next moved to a discussion 
session in which attendees could share their opinions and ideas regarding the presentation. All the universities shared many common 
examples of internationalization and networking efforts for research and education. 
The guest academics and their Shizuoka University research partners gathered at the networking reception held that evening. Shizuoka 
University Vice President for International strategy, Professor Shigehiko Suzuki, kicked off the reception with his opening address. Amid 
the friendly atmosphere that remained throughout reception, the attendees got to know each other much better. 
On the second day, 25 Shizuoka University graduate students and 7 graduate students from its partner universities took the stage to 
give presentations on their research for the Young Researchers' Conference. Shizuoka University student presentations represented all 
six of the university's master's degree courses: science, agriculture, informatics, engineering, humanities and social sciences, and 
education. 
On the third day, the venue moved to the Shizuoka and Hamamatsu campuses to visit the graduate schools. All parties exchanged 
information and ideas on their respective research and education activities.
In the afternoon, the visitors to the Shizuoka Campus took a cultural tour of Nihondaira and Toshogu shrines, enjoying the natural 
beauty and cultural heritage offered at both sites.
With this fifth conference, Shizuoka University has thus far welcomed attendees from 32 universities in ten countries to the 
Inter-Academia Asia Conference. We will maintain the conference as a building block in our growing foundation for further exchange 
and cooperation among these universities.

【Participating Universities 】

G
uests

Trips 
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Learn Japanese
Shizuoka University̶in its efforts to improve the Japanese language abilities of its international students and to promote 
Japanese culture̶offers various Japanese and Japanese cultural context courses for international students of all skills levels, from 
elementary to advanced. Students can take classes appropriate for their levels at either campus. International researchers and the 
families of international students and researchers can also, for a fee, take courses.  Leverage our Japanese language courses to live 
a fuller life in Japan and to expand your horizons.

These Japanese language and Japanese cultural context courses are for full-time international students. Shizuoka University 
offers Japanese I‒VI and Current Affairs in Japan. It also offers Basic Japanese for ABP Students I‒X.

My Japanese Studies at Shizuoka University
In 2015, when I enrolled at Shizuoka University, I knew absolutely nothing about Japanese, 
and I was racked with worry about how I would communicate. At the time, I heard that the 
university offered Japanese courses for international students, so I took as many as I could. 
The university placed international students in five classes based on their placement test 
scores, and each level followed a curriculum suited for the respective Japanese language 
abilities of each student. All the teachers taught their students with kindness and courtesy.
I took their classes for two years and felt as though my Japanese ability had improved bit by 
bit. Taking these classes was a valuable experience for me, as they offered opportunities to improve my Japanese and meet 
people from around the world.  I intend to raise my Japanese skills even more, and I hope to take on the Japanese Language 
Proficiency Test this year.

E-1

1. Courses for international students

The program at the Shizuoka campus is primarily for government-sponsored international students and international students 
in teacher training who are preparing to enter graduate school, and it covers Japanese I‒VI. The program at the Hamamatsu 
campus is primarily for researchers, and it covers Intermediate Japanese I‒X and `Japanese Language & Culture. These courses 
are also available for excange students and graduate students.

2.  Intensive Japanese Courses (Beginer & Intermediate level)

The Japanese Education Program is for graduate students, short-term exchange students, and other part-time international 
students, it offers Japanese 1A‒5B, covering education for all levels. (Some courses are not available at the Hamamatsu 
campus.)

3. Japanese Education Program

The Japanese Language & Cultural Context Program is for short-term exchange students and researchers studying Japanese 
language and culture.

4. Program for Study & Exchange in Japan

Studying and Experiencing Japanese

Egi Tritya Apdila, Indonesia; Second-year biological science major, Faculty of Science

E-1


