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令和２年度から千葉大学では、グローバル社会に通用する課題解決能力と多様な価値観を備えた人材の育成を目指した全員
留学「ENGINE」プログラムが開始されます。千葉大学看護学部では、卒業時までの到達目標の一つに「多様な文化の中で生
じる様々な健康問題に対して行われる看護活動の実際を理解し、看護学を通じてグローバル社会に貢献するための方法を計画
できる」を挙げています。

日本でのオリンピック開催を機に、海外からの来訪者が急増すると共に、人口減少が加速する日本においては、海外からの
移住者が増加するために、日本の医療・保健・福祉において対応する疾患もケアも大きく変化していくと推察されます。この
ような背景の中で、大学時代に海外留学を体験することは意味があると考えます。学生の皆さん一人ひとりの、海外留学に対
する動機や考えは様々と思いますが、「全員留学」を一つの契機として、五感を使って海外を体験してほしいと考えています。
海外での文化や医療ケア、さらに専門的な看護について学びを深めるために、より長期間の留学を検討する学生さんもいるで
しょう。また、言葉や生活などで困難を感じた学生は、海外から日本に来て生活する人々の持つ困難の理解を深めるかもしれ
ません。千葉大学、そして看護学部／研究科では、皆さんの学びを深める柔軟で多様なプログラムを作るために努力や調整を
重ねてきました。始まったばかりのプログラムですので課題が生じることもあるかと思いますが、皆さんと共により良いプロ
グラムにしていきたいと考えています。

千葉大学薬学部では、教育方針の柱の一つとして、自己の国際経験を生かした広い視野から社会に貢献する人材の育成を掲
げています。医療の状況を薬学的な視点から総合的に理解し、問題点や社会的要請を的確に判断するためには、日本国内だけ
ではなくグローバルな視点を持つ必要があります。全員留学「ENGINE」プログラムは、グローバルに活躍する人材を育成す
るための手段のひとつです。学生の皆さんは数ある普遍教育プログラムあるいは専門教育プログラムの中から、今の自分の状
況に適したプログラムを自由に選択し、留学先での交流や語学・文化体験を通じて国際的な視野を広げてください。特に「薬
学留学」で用意したプログラムは、アジアの主要大学への留学を通して各国における医療状況の理解や薬学教育を体験できる
ものとなっています。

薬学教育プログラムは年次進行に伴い講義や実習等で忙しくなります。少なくとも１回目の留学は１～２年次に実施し、さ
らに高度なプログラムを履修したい方は高学年になってから指導教員とも相談の上実施してください。国際感覚を身に付けグ
ローバルな視点を持つための手段として、本プログラムを有効利用していただきたいです。

また、留学プログラムの内容は、皆さんの留学体験に基づき定期的に改善していく予定です。本プログラムが薬学部の特色
あるプログラムとして根付き、皆さんが高度な薬学的知識・能力を持つとともに、グローバルに活躍できる人材として巣立っ
ていくことを願っています。

千葉大学医学部の使命（ミッション）は、「人類の健康と福祉に貢献すると共に次世代を担う有能な医療人 ･ 研究者を育成
し、疾病の克服と生命現象の解明に向けて挑戦を続けること」です。このミッションの達成には、グローバル社会に通じる問
題解決能力の修得と、多様な価値観の理解が必要であり、医学部では、アウトカム基盤型教育を通じて、これらの修得を支援
しています。

医学部では、2011 年度から６年一貫医学英語プログラムを全学生対象として導入し（１～３年次学生は全員必修）、その中
で、海外でのクリニカル・クラークシップや、その他の海外留学（臨床実習以外の学修、研究など）を積極的に推進していま
す。その結果、海外に派遣する学生数は、協定校と非協定校を合わせて 24 ～ 49 名（2014 ～ 2019 年度実績）で推移していま
す。

そして、いよいよ、2020 年度から全員留学「ENGINE」プログラムが開始されます。医学部では、充実した６年一貫医学英
語プログラムによって、英語を母国語とする教員による指導も含めて、学生の英語能力向上を支援します。協定校における留
学プログラムも拡充しており、北米（アメリカ、カナダ）、ヨーロッパ（イギリス、ドイツ、デンマーク）、オセアニア（オー
ストラリア）、アジア（韓国、中国、台湾、タイ、シンガポール、ベトナム）、南米（ブラジル）への海外留学が可能です。学
生の皆さんがグローバル社会をリードできる人材になれるよう支援していきます。
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看護学部長

森部　久仁一
薬学部長
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千葉大学では、令和２年度入学生から、学部生の留学を必修化しています。普遍教育科目または専門教育科目から在学中に１回以上留学し、
当該留学に係る単位を修得（２単位以上）することが必要です。初回の留学は、普遍教育科目を推奨していますが、専門教育科目における留学
の場合は、以下の科目のプログラムから選択（２回目以降も選択可）します。また、学生が独自に計画して留学する場合であっても、事前に指
導教員に留学計画を提出し、許可された場合は、認められます。

〔留学単位認定科目〕
医 学 部 異文化コミュニケーション
薬 学 部 薬学留学
看護学部 Global Health and Nursing Ⅱ

※抗体価・予防接種記録証明について
医・薬・看の医療系学部のプログラムは、病院見学や実習に参加するプログラムがあるため、抗体価や予防接種記録の提出が求められます。

派遣先により、必要項目は異なりますが、抗体価の検査結果は検査から３週間ほどかかる場合もありますので、早めに必要項目を確認し対応し
てください。 

1　医学部

普遍教育科目 専門教育科目

１年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年

OSCE、CBT（９月）
CC ベーシック（10 月、11 月）

Post-CC OSCE（11 月）
総合統一試験（11 月）

イングリッシュ・コミュニケーション

英語（リーディング・ライティング）

医学英語

普遍留学

専門留学（全学年対象）

専門留学（２、３、４年生対象プログラム） 専門留学（クリニカル・クラークシッププログラム）

専門留学（４、５、６年生対象プログラム）

普遍教育での海外体験１回 異文化コミュニケーション　１回～２回

　医学部生の専門留学プログラムでは、まず、臨床経験に関係なく全学年が対象の、レスター大学「医学英語研修プログラム」、オーフス大学
「基礎医学研修プログラム」、シャリテ・医科大学ベルリン「パブリックヘルスプログラム」があります。そして、２～４年生対象プログラム

では、マヒドン大学「基礎研究プログラム」、インジェ大学「PBL プログラム」があります。ブラジル南部巡回診療プログラムは５年生のみが
参加可能です。「医学シミュレーション教育研修プログラム」は、臨床導入として５年生対象のトーマスジェファーソン大学研修プログラム、
チーム医療や臨床手技習得を目的とした５～６年生対象のハワイ大学マノア校研修プログラムがあります。５～６年生対象の臨床研修プログラ
ムは現地学生とともに臨床実習に参加できます（見学のみの大学もあります）。
　臨床実習期間での留学は認められていますが、４年生の OSCE・CBT、および６年生の Post-CC OSCE・総合統一試験期間での留学は許可され
ません。

全員留学と専門教育（研究）における海外留学について

履修方法

学部（医学部、薬学部、看護学部）留学  

臨床実習（12 月～ 10 月）
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2　薬学部

普遍教育科目 専門教育科目

薬学科

１年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年

イングリッシュ・コミュニケーション

英語（リーディング・ライティング）

化学・生物基礎 薬学総合演習 臨床・研究英語基礎演習 臨床・研究英語実践演習

普遍留学

専門留学

普遍教育での海外体験　１回 薬学留学　１回

薬科学科
１年 ２年 ３年 ４年

イングリッシュ・コミュニケーション

英語（リーディング・ライティング）

化学・生物基礎 薬学総合演習 研究英語基礎演習

普遍留学

専門留学

普遍教育での海外体験　１回 薬学留学　１回

　普遍教育科目（１～２年）における海外留学を推奨します。また、海外留学に興味を持ち、語学・文化体験を含む薬学領域での視野を広げた
い学生は、専門教育科目における「薬学留学」の履修（海外留学）も推奨します。いずれの場合も１回目の留学は１～２年で済ませてくださ
い。語学・文化体験のみならず専門性をより高めたい場合は、研究室配属後「アドバンスト薬学留学」の履修を推奨します。その他、学生が独
自に計画した留学が認められる場合があります。（日本学生支援機構（JASSO）の奨学金に申請する場合には、学業成績が一定の水準に満たし
ている必要があります）。

3　看護学部

普遍教育科目 専門教育科目

１年 ２年 ３年 ４年

イングリッシュ・コミュニケーション

英語（リーディング・ライティング）

コミュニケーション英語 アカデミック英語（中級）

アカデミック英語（基礎） 訪問看護実習（６月）
コア実習（第１クール）（10 ～ 11 月）
コア実習（第２クール）（12 ～１月）

コア実習（第３クール）（４～５月）
総合実習（６～７月）
助産実習（該当者のみ）（７～ 11 月）Global Health and Nursing Ⅰ

専門職連携Ⅱ　フィールド実習（５月）
看護基盤実習（９月）

普遍留学

専門留学

普遍教育での海外体験　１回 Global Health and Nursing Ⅱ　１回

基本的に普遍教育科目における海外留学を推奨します。看護学部の留学は、２年生、３年生、４年生（T3）から可能です。留学科目であ
る Grobal Health and Nursing Ⅱを選択したい場合、原則としてコミュニケーション英語およびアカデミック英語 （基礎）、Grobal Health and 
Nursing Ⅰを併せて履修してください。さらに専門性を高めて留学に臨みたい場合は、３年生のアカデミック英語（中級）を履修してください。
その他、学生が独自に計画した留学が認められる場合があります。（日本学生支援機構（JASSO）の奨学金に申請する場合には、学業成績が一
定の水準を満たしている必要があります）。

専門職連携Ⅰ　体験実習（６月）

薬局実習・病院実習（２月～２月）
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部　局 国　名 大　学　名
T1 T2 T3 T4 T5 T6

備　　考
４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10 月 11 月 12 月 １月 ２月 ３月

医学部

イギリス レスター大学 全学年 全学年 医学英語研修

デンマーク オーフス大学 全学年 基礎医学研修

ドイツ シャリテ・医科大学ベルリン 全学年全学年 パブリックヘルスプログラム

アメリカ ハーバード大学 全学年（渡航時期は要相談）全学年（渡航時期は要相談）

タイ マヒドン大学 ２・３年（渡航時期は要相談）２・３年（渡航時期は要相談） 基礎研究

韓国 インジェ大学 ３年（４年） PBL プログラム

アメリカ カルフォルニア州立大学　アーバイン校 ４～６年（渡航時期は要相談） 臨床見学

ブラジル リオグランデドスール連邦大学 ５年 巡回診療

アメリカ トーマスジェファーソン大学 ５年 臨床導入

アメリカ ハワイ大学 ５年・６年 チーム医療・臨床手技習得

中国 天津中医薬大学 ５年（渡航時期は要相談） 漢方研修

CC プログラム

イギリス レスター大学 　　　　　６年　　　　　　　　　　　　  　　　　　　５年

アスパイア・プロジェクト

ドイツ デュッセルドルフ大学 　　　　　６年　　　　　　　　　　　　  　　　　　　５年

ドイツ ライプツィヒ大学 　　　　　６年　　　　　　　　　　　　  　　　　　　５年

ドイツ シャリテ・医科大学ベルリン 　　　　　６年　　　　　　　　　　　　  　　　　　　５年

フィンランド 東フィンランド大学 　　　　　６年　　　　　　　　　　　　  　　　　　　５年

フランス ニース・ソフィア・アンティポリス大学 　　　　　６年　　　　　　　　　　　　  　　　　　　５年

アメリカ イリノイ大学 　　　　　６年　　　　　　　　　　　　  　　　　　　５年

アメリカ トーマスジェファーソン大学 　　　　　６年　　　　　　　　　　　　  　　　　　　５年

アメリカ ユタ大学 　　　　　６年　　　　　　　　　　　　  　　　　　　５年

カナダ トロント大学 　　　　　６年　　　　　　　　　　　　  　　　　　　５年

タイ マヒドン大学 　　　　　６年　　　　　　　　　　　　  　　　　　　５年

シンガポール 南洋理工大学　リーコンチェン医学部 　　　　　６年　　　　　　　　　　　　  　　　　　　５年

韓国 インジェ大学 　　　　　６年　　　　　　　　　　　　  　　　　　　５年

台湾 国立台湾大学 　　　　　６年　　　　　　　　　　　　  　　　　　　５年

台湾 台北医学大学 　　　　　６年　　　　　　　　　　　　  　　　　　　５年

中国 中国医科大学 　　　　　６年　　　　　　　　　　　　  　　　　　　５年

ベトナム ホーチミン医学大学 　　　　　６年　　　　　　　　　　　　  　　　　　　５年

プログラム一覧とスケジュール
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部　局 国　名 大　学　名
T1 T2 T3 T4 T5 T6

備　　考
４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10 月 11 月 12 月 １月 ２月 ３月

薬学部

中国 浙江大学 １～６年

タイ チュラロンコーン大学 １～６年

タイ マヒドン大学 １～６年

タイ シルパコーン大学 １～６年

看護学部

アメリカ アラバマ大学 ２年・３年

イギリス アルスター大学 ２年・３年

タイ コンケン大学 ２年・３年

台湾 台北医学大学 ２年・３年

中国 香港大学 ２～３年
2020 年度実施無。
2021 年度は２月～
３月で実施予定。

インド シンバイオス大学 ２年・３年

フィンランド セイナヨキ応用科学大学 調整中

ブラジル リオグランデドスール連邦大学 ３～４年

イギリス レスター大学 ２年・３年

中国 大連医科大学 ３年・４年

グローバル
IPE

オーストラリア グリフィス大学 調整中

オーストラリア モナッシュ大学 調整中

カナダ トロント大学 調整中

カナダ オタワ大学 調整中

イギリス レスター大学 調整中

台湾 台北医学大学 調整中

IPE → Interprofessional Education（専門職連携教育）
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   ●  医学部
科 目 名 異文化コミュニケーション

概　　要

　全学年対象の医学英語研修プログラムや年次に応じた臨床見学・
実習プログラムなど様々な留学プログラムがある。参加により基礎
英語力の向上、英語をツールとしたチーム医療の実践、各国の医学
教育・医療システムの理解を目指す。※アスパイア・プロジェクト
期間に初めて留学する場合は、別途単位申請が必要。

科目区分 自由科目

責任教員 伊藤彰一

単　　位 ２単位

事前・事後学修 有

対象年次 全学年

成績評価 合格・不合格

留学費用 ENGINE サポートで支援あり（詳細は、海外留学ガイドブック
SPRING2020（全学募集プログラム）P.24）

※プログラム担当教員：稲川知子（医学教育学研究室）

全学年対象プログラム

レスター大学（イギリス）
概　　要 【医学英語研修プログラム】基礎英語力アップと医学用語や基礎的な医療面接の学習。事前臨床経験不要。

対　　象 医学部全学年 要　　件 IELTS4.5/TOEFL-ITP500 派遣時期 ３月 / ８月 募集人数 各 10 名

期　　間 ３週間 費　　用 € 1,900+ 渡航費、宿泊費他 募集時期 11 月 / ２月 説 明 会 随時

オーフス大学（デンマーク）
概　　要 【基礎医学研修プログラム】脳神経科学などのメディカルサイエンスに関するトピックスを聴講。医学だけでなく様々な分野の講義も選択可能。

対　　象 医学部全学年
（テーマによる） 要　　件 TOEFL-iBT82 派遣時期 Term1：7/6～7/24

Term2：7/27～8/14 募集人数 ２名

期　　間 ２～４週間 費　　用 渡航費、宿泊費他
（授業料不要） 募集時期 10～12 月 説 明 会 随時

シャリテ・医科大学ベルリン（ドイツ）
概　　要 【パブリックヘルスプログラム】ドイツ医学の歴史や医療制度の講義と、大学病院診療科やクリニックおよび薬局などの見学を行う。

対　　象 医学部全学年 要　　件 TOEFL-ITP500 派遣時期 ２～３月 募集人数 10 名

期　　間 10 日程度 費　　用 渡航費、宿泊費他
（授業料不要） 募集時期 ９月 説 明 会 随時

ハーバード大学（アメリカ） 担当教員：吉村健佑（附属病院次世代医療構想センター長）　

概　　要 千葉大学医学部同窓会の千葉県支部である「千葉県ゐのはな会」が主催する海外留学プログラム。プログラム名は「次世代育成海外留学奨学
金制度」

対　　象 医学部全学年 要　　件 医学部同窓会活動に対する
協力 派遣時期 要相談 募集人数 ２～３名程度

期　　間 １～２週間程度 費　　用

奨学金として 10 万円程度
支給有。それを超える渡航
費、滞在費等は自費

（授業料不要）

募集時期 例年 11～12 月頃 説 明 会 希望者に対して適宜実施

２～４年生対象プログラム

マヒドン大学（タイ）
概　　要 【基礎研究プログラム】解剖学・生化学・微生物学・薬理学・臨床生理学に関するトピックスの研究活動に参加する。

対　　象 医学部２、３年生 要　　件 TOEFL-ITP550
GPA2.3 以上 派遣時期 要相談 募集人数 １～２名

期　　間 応相談 費　　用 渡航費、宿泊費不要（寮）
（授業料不要） 募集時期 随時 説 明 会 随時

プログラム概要
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インジェ大学（韓国）

概　　要 【PBL プログラム】臨床実習前プログラム。テーマは毎年変わる。インジェ大学の学生のグループに入り討論と発表を行う。ディスカッション
や模擬患者への問診は英語可能。

対　　象 医学部３年生（４年生可） 要　　件 TOEFL-ITP500
医学英語Ⅲ履修 派遣時期 ８月中旬 募集人数 ２～３名

期　　間 10 日程度 費　　用 渡航費他、宿泊費不要（寮）
（授業料不要） 募集時期 ５月 説 明 会 随時

４～６年生対象プログラム（４・５年生申込み）

カルフォルニア州立大学アーバイン校（アメリカ） 担当教員：坂本明美（疾患生命医学）

概　　要 移植外科教授市井先生が臨床見学留学を受け入れ。希望により、循環器外科、脳外科、消化器外科の見学も可能。

対　　象 医学部４～６年生 要　　件 TOEFL-iBT80 以上を希望
（限定ではない） 派遣時期 通年 募集人数 同時期に１～２名

期　　間 １～２週間程度 費　　用 渡航費、宿泊費他
（授業料不要） 募集時期 通年 説 明 会 個別に適時説明（坂本先

生）（説明会可）

リオグランデドスール連邦大学（ブラジル）

概　　要 【ブラジル南部巡回診療プログラム】ブラジル南部の在ブラジル日系永住者の健診・保健指導支援の実習プログラムで、約 10 日間チャーターバ
スを使って約 3,000km を巡回しながら日本語での診療を行う。

対　　象 医学部５年生（渡航時） 要　　件 TOEFL-ITP530
GPA2.3 以上 派遣時期 ７～８月 募集人数 ２名

期　　間 ２週間 費　　用 渡航費他、宿泊費不要
（授業料不要） 募集時期 ２～３月 説 明 会 随時

トーマスジェファーソン大学（アメリカ）

概　　要 【医学シュミレーション教育研修プログラム】診療科内でのシャドーウィングや PBL ワークショップ、TJU 医学生と一緒にシェルターでの問診
活動などを行う。

対　　象 医学部５年生（渡航時） 要　　件 TOEFL-iBT79
TOEIC600 派遣時期 ８月 募集人数 ５名

期　　間 ８日間 費　　用 $1,000USD+ 渡航費、
宿泊費他 募集時期 ５月 説 明 会 随時

ハワイ大学（アメリカ）

概　　要 【医学シュミレーション教育研修プログラム】基礎医学英語とシュミレーターを使った臨床技術の習得やチーム医療とケーススタディ、現地医
学生のプログラムにも参加する。

対　　象 医学部５、６年生
（渡航時） 要　　件 TOEFL-ITP500 派遣時期 ５月 募集人数 10～20 名

期　　間 ２週間 費　　用 $3,300USD+ 渡航費、
宿泊費他 募集時期 12～１月 説 明 会 随時

天津中医薬大学（中国）
概　　要 【漢方研修プログラム】

対　　象 医学部５年生（渡航時） 要　　件 TOEFL-iBT80
GPA2.3 以上 派遣時期 ９月～ 12・１月 募集人数 ２名

期　　間 ２～４週間 費　　用 渡航費、宿泊費他
（授業料不要） 募集時期 ２～３月 説 明 会 随時
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５・６年生対象プログラム（４年生申込み）クリニカルクラークシッププログラム

対　　象 医学部５、６年生 時　　期 アスパイア・プロジェクト期間
１月～ 10 月（希望による） 期　　間 ２～４週間 共通要件 GPA2.3 以上 説 明 会 ４年生 10 月頃

レスター大学（イギリス）
概　　要 IPE と GP 研修

募　　集 ４年生 12 月 要　　件 AME 受講
TOEFL-iBT80 費　　用 渡航費、宿泊費他（授業料不要） 募集人数 ２名

デュッセルドルフ大学（ドイツ）
概　　要 一般・消化器外科、心臓（血管）外科、整形外科、婦人科、脳神経外科、口腔顎顔面外科

募　　集 ４年生１月 要　　件 TOEFL-iBT80
ドイツ語履修が望ましい 費　　用 渡航費、宿泊費他（授業料不要） 募集人数 ２名

ライプツィヒ大学（ドイツ）
概　　要 整形外科、脳神経外科、小児科など

募　　集 ４年生１月 要　　件 TOEFL-iBT80
ドイツ語履修が望ましい 費　　用 渡航費、宿泊費他（授業料不要） 募集人数 ２名

シャリテ・医科大学ベルリン（ドイツ）
概　　要 麻酔科、法医学、整形外科、リハビリテーション科、放射線科、スポーツ医学、外科

募　　集 ４年生１月 要　　件

TOEFL-iBT80
ドイツ語履修が望ましい
診療科によってはドイツ語検定
B2/C1 が必要

費　　用 渡航費、宿泊費他（授業料不要） 募集人数 ５名

東フィンランド大学（フィンランド）
概　　要 （新規）

募　　集 ４年生１月 要　　件 TOEFL-iBT80 費　　用 渡航費、宿泊費他（授業料不要） 募集人数 ２名

ニース・ソフィア・アンティポリス大学（フランス）
概　　要 （新規）

募　　集 ４年生１月 要　　件 フランス語 B2 レベル 費　　用 渡航費、宿泊費他（授業料不要） 募集人数 ２名

イリノイ大学（アメリカ）
概　　要 脳神経内科、救急科、腫瘍内科、脳神経外科、感染症科、整形外科など

募　　集 ４年生１月 要　　件 AME 受講
TOEFL-iBT84（Speaking24） 費　　用 $2,200USD、渡航費、宿泊費他 募集人数 ５名

トーマスジェファーソン大学（アメリカ）
概　　要 救急科、一般内科、小児科など

募　　集 ４年生１月 要　　件 AME 受講
TOEFL-iBT80、USMLE Step1 費　　用 $3,000USD、渡航費、宿泊費他 募集人数 １～２名

ユタ大学（アメリカ）
概　　要 放射線科

募　　集 ４年生１月 要　　件 AME 受講
TOEFL-iBT80 費　　用 $500CAD、渡航費、宿泊費他 募集人数 ２名

トロント大学（カナダ）
概　　要 呼吸器外科

募　　集 ４年生１月 要　　件 AME 受講
TOEFL-iBT80 費　　用 渡航費、宿泊費他（授業料不要） 募集人数 １～２名

マヒドン大学（タイ）
概　　要 感染症科、熱帯病科、内科など

募　　集 ４年生１月 要　　件 TOEFL-iBT80 費　　用 渡航費、宿泊費不要（授業料不要） 募集人数 ３名
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南洋理工大学リーコンチェン医学部（シンガポール）
概　　要 感染症科、救急科、精神科など

募　　集 ４年生 12 月 要　　件 AME 受講
TOEFL-iBT80 費　　用 渡航費、宿泊費他（授業料不要） 募集人数 ３名

インジェ大学（韓国）
概　　要 脳神経内科、産婦人科、麻酔科、腎臓内科、呼吸器内科など

募　　集 ４年生１月 要　　件 TOEFL-iBT80 費　　用 渡航費、宿泊費不要（授業料不要） 募集人数 ２名

国立台湾大学（台湾）
概　　要 整形外科、産婦人科など

募　　集 ４年生１月 要　　件 TOEFL-iBT80 費　　用 渡航費、宿泊費他（授業料不要） 募集人数 ４名

台北医学大学（台湾）
概　　要 消化器内科、呼吸器内科、小児科、整形外科、救急科など

募　　集 ４年生１月 要　　件 TOEFL-iBT80 費　　用 渡航費、宿泊費他（授業料不要） 募集人数 ４名

中国医科大学（中国）
概　　要 （新規）

募　　集 ４年生１月 要　　件 TOEFL-iBT80 費　　用 渡航費、宿泊費他（授業料不要） 募集人数 ２名

ホーチミン医学大学（ベトナム）
概　　要 熱帯病科、小児科、整形外科、神経内科など

募　　集 ４年生１月 要　　件 TOEFL-iBT80 費　　用 渡航費、宿泊費他（授業料不要） 募集人数 ３名

※グローバル IPE「エクスチェンジプログラム」（３学部共通プログラム）
　P13 をご覧ください。単位は、「異文化コミュニケーション」として付与されます。
※４年生は９月、10 月に OSCE・CBT の試験があるので、渡航時期は早めに相談してください。
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   ●  薬学部
科 目 名 薬学留学

概　　要

　本学のアジア協定校を中心とした全学年対象の留学
プログラムなどがある。現地の学生・教員や現地に滞
在する世界各国の学生との交流、各種文化体験や現地
の医療体制・薬学教育の理解を通して、英語によるコ
ミュニケーション能力と薬学を志向する医療人として
のグローバルな感覚・見識を身につける。

科目区分 専門科目（選択）

責任教員 石橋　正己

単　　位 ２単位

事前・事後学修 有

対象年次 全学年

成績評価 合格・不合格

留学費用 ENGINE サポートで支援あり（詳細は、海外留学ガイド
ブック SPRING2020（全学募集プログラム）P.24）

全学年対象プログラム

浙江大学（中国）
概　　要 浙江省杭州市にある中国の名門大学の一つ。中国文化の理解など文化交流をも含めた基礎的プログラムを実施。

対　　象 薬学部１～６年生 要　　件 要件なし 派遣時期 T3 募集人数 20 名

期　　間 ２週間程度 費　　用
10 ～ 15 万円程度
渡航費、宿泊費他

（授業料不要）
募集時期 ４月上旬 説 明 会 ４月

チュラロンコーン大学（タイ）
概　　要 バンコクの中心部にある最も古い歴史をもつ国立大学。タイの薬学教育に加えてタイ文化の理解と文化交流を含めた基礎的プログラムを実施。

対　　象 薬学部１～６年生 要　　件 要件なし 派遣時期 T6 募集人数 10 名程度

期　　間 ２週間程度 費　　用
10 ～ 15 万円程度
渡航費、宿泊費他

（授業料不要）
募集時期 11 月上旬 説 明 会 11 月

マヒドン大学（タイ）

概　　要 バンコクの中心部にあるタイ王国で初めて医科大学として設立された国立大学。タイの薬学教育に加えてタイ文化の理解と文化交流を含めた
基礎的プログラムを実施。

対　　象 薬学部１～６年生 要　　件 要件なし 派遣時期 T3 募集人数 ８名

期　　間 ２週間程度 費　　用
10 ～ 15 万円程度
渡航費、宿泊費他

（授業料不要）
募集時期 ５月上旬 説 明 会 ５月

シルパコーン大学（タイ）

概　　要 タイ王国の中部、バンコクの西部に位置するナコーンパトムにある国立大学。タイの薬学教育に加えてタイ文化の理解と文化交流を含めた基
礎的プログラムを実施。

対　　象 薬学部１～６年生 要　　件 要件なし 派遣時期 T3 募集人数 15 ～ 20 名程度

期　　間 ２週間程度 費　　用
10 ～ 15 万円程度
渡航費、宿泊費他

（授業料不要）
募集時期 ５月上旬 説 明 会 ５月

※グローバル IPE「エクスチェンジプログラム」（３学部共通プログラム）
　P13 をご覧ください。単位は、「薬学留学」として付与されます。
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   ●  看護学部
科 目 名 Global Health and Nursing Ⅱ

概　　要

　本学の協定校、あるいは国内の外国人を対象とした施設・組織に
おいて、出身国や文化的背景にかかわらず、それぞれの文化や社会
背景による価値観や生活様式、特有な病気への反応やケアを理解す
るために必要な知識を活用し、多様な人々を対象とした看護実践を
計画もしくは実施する。

科目区分 自由科目

責任教員 酒井　郁子

単　　位 ２単位

事前・事後学修 有

対象年次 看護学部２、３年生（４年生）

成績評価 合格・不合格

留学費用 ENGINE サポートで支援あり（詳細は、海外留学ガイドブック
SPRING2020（全学募集プログラム）P.24）

異文化感受性を涵養する Global Health Nursing 共同プログラム

アラバマ大学（アメリカ）

概　　要 米国アラバマ大学への短期留学プログラム。医療英語の学習、現地学生との文化的交流、看護大学でのシミュレーション教育等を体験。現地
学生とともに実習病院等を訪問し、見学実習。また、留学の前後でオンラインによる交流、協働学習。

対　　象 看護学部２、３年生
（４年生） 要　　件 要会話力。検定試験等の要

件なし 派遣時期 T6（２年生、３年生） 募集人数 10 名

期　　間 ２週間
（活動期間　10 日間） 費　　用

研修費（宿泊費など込）
$1,490USD、渡航費他補助
あり

募集時期 10 月上旬 説 明 会 ４月、８月

アルスター大学（イギリス）
概　　要 現地看護学部の授業・演習に参加、病院見学、地域の災害訓練への参加あり。

対　　象 看護学部２、３年生
（４年生） 要　　件

英語スコアの基準はない
が、交流活動があるため会
話力は必要

派遣時期 T6（２年生、３年生） 募集人数 ２～３名程度

期　　間 ２週間程度 費　　用 渡航費のほか、研修費（宿
泊費込み）10 万円程度 募集時期 10 月上旬 説 明 会 ４月、８月

コンケン大学（タイ）

概　　要 コンケン大学看護学部における異文化交流プログラム。国際保健と異文化看護に関する授業聴講と医療現場の見学、コミュニティ等において、
臨地実習として看護を実践する。また、保健医療福祉の現状と課題についてのプレゼンと自国の文化紹介を行う。

対　　象 看護学部２、３年生
（４年生） 要　　件 TOEFL400 点以上。又は相

応の英語力 派遣時期 T6（２年生、３年生） 募集人数 ５名～ 10 名

期　　間 ２週間程度 費　　用 渡航費、宿泊費他
（授業料不要） 募集時期 10 月上旬 説 明 会 ４月、８月

台北医学大学（台湾）

概　　要 台湾台北医学大学における外国人学生向けの交換留学プログラム。台北における様々な医療機関、長期ケア施設の見学や多文化交流の場での
リーダーシップ、看護教育における患者安全と看護の質についても学修する。自国の紹介、まとめのプレゼン有。

対　　象 看護学部２、３年生 要　　件 英語、中国語の４技能につ
いて３段階での評価を申告 派遣時期 T6（２年生、３年生） 募集人数 ２名

期　　間 ２週間
（活動期間　10 日間） 費　　用 渡航費、宿泊費他

（授業料不要） 募集時期 10 月上旬 説 明 会 ４月、８月

香港大学（中国）
概　　要 看護学部授業、演習に参加、病院や介護施設の見学予定（調整中）

対　　象 看護学部２、３年生
（４年生） 要　　件 要会話力 派遣時期 T6（２年生、３年生） 募集人数 ４名

期　　間 ２週間程度 費　　用 渡航費、宿泊費他
（授業料不要） 募集時期 10 月上旬 説 明 会 ４月、８月

シンバイオス大学（インド）

概　　要 インドの文化、宗教、医療制度についての講義とワークショップ、看護学部の演習参加、医療施設数か所の見学、自国の医療制度、看護、健
康関連の文化などについてのプレゼンと討議から構成される。

対　　象 看護学部２、３年生
（４年生） 要　　件 基本的な英語会話力が必要 派遣時期 T6（２年生、３年生） 募集人数 ７名以上

期　　間 ２週間程度 費　　用 研修費（宿泊費込）23万５千
円、渡航費 募集時期 10 月上旬 説 明 会 ４月、８月
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セイナヨキ応用科学大学（フィンランド）
概　　要 調整中

対　　象 要　　件 　 派遣時期 募集人数

期　　間 費　　用 募集時期 説 明 会

リオグランデドスール連邦大学（ブラジル）

概　　要 ブラジル南部巡回診療プログラム　ブラジル南部の在ブラジル日系永住者の検診・保健指導プログラムで、約 10 日間チャーターバスを使って、
約 3,000km を巡回しながら日本語での保健指導を行う。

対　　象 看護学部３、４年生 要　　件 　 派遣時期 T3 募集人数 １名

期　　間 10 日間前後 費　　用 渡航費他、（宿泊費・研修
費不要） 募集時期 ４月 説 明 会 ４月

レスター大学（イギリス）
概　　要 レスター大学看護学部の授業、演習に参加し、現地学生と交流ワークショップを行う。また医療施設の見学を行う。

対　　象 看護学部２、３年生 要　　件 　 派遣時期 T6 募集人数 ２名

期　　間 ２週間程度 費　　用 渡航費、宿泊費他（研修費
不要） 募集時期 ４月、８月 説 明 会 ４月

日中学部短期留学プログラム

大連医科大学（中国）

概　　要
大連医科大学と大連医科大学付属第一病院の外国人を対象とした施設・組織において、出身国や文化的背景にかかわらず、それぞれの文化や
社会背景による価値観や生活様式、特有な病気への反応やケアを理解するために必要な知識を活用し、多様な人々を対象とした看護実践を計
画もしくは実施する。

対　　象 看護学部３、４年生 要　　件 要会話力。検定試験等の要
件なし 派遣時期 T3（３年生、４年生） 募集人数 ２名

期　　間 ２週間
（活動期間　10 日間） 費　　用 渡航費、宿泊費他

（授業料不要） 募集時期 ４月上旬 説 明 会 ４月

※グローバル「IPE エクスチェンジプログラム」（３学部共通プログラム）
　P13 をご覧ください。単位は、「Global Health and Nursing Ⅱ」として付与されます。

   ●  グローバル IPE（Interprofessional Education（専門職連携教育））

３学部共通プログラムです。各学部の専門科目として位置づけられ、２単位が付与されます。（専門科目から履修登録してください。）
（医学部：「異文化コミュニケーション」　薬学部：「薬学留学」　看護学部：「Global Health and Nursing Ⅱ」）

エクスチェンジプログラム（３学部共通プログラム）

グリフィス大学（オーストラリア）
概　　要 調整中

対　　象 　 要　　件 　 派遣時期 　 募集人数 　

期　　間 　 費　　用 　 募集時期 　 説 明 会

モナッシュ大学（オーストラリア）
概　　要 調整中

対　　象 　 要　　件 　 派遣時期 　 募集人数 　

期　　間 　 費　　用 　 募集時期 　 説 明 会

トロント大学（カナダ）
概　　要 調整中

対　　象 　 要　　件 　 派遣時期 　 募集人数 　

期　　間 　 費　　用 　 募集時期 　 説 明 会

オタワ大学（カナダ）
概　　要 調整中

対　　象 　 要　　件 　 派遣時期 　 募集人数 　

期　　間 　 費　　用 　 募集時期 　 説 明 会

レスター大学（イギリス）
概　　要 調整中

対　　象 　 要　　件 　 派遣時期 　 募集人数 　

期　　間 　 費　　用 　 募集時期 　 説 明 会

台北医学大学（台湾）
概　　要 調整中

対　　象 　 要　　件 　 派遣時期 　 募集人数 　

期　　間 　 費　　用 　 募集時期 　 説 明 会

千葉大学では、令和２年度入学生から、大学院生の留学においても必修化しています。研究科（学府）の科目から在学中に１回以上留学する
ことが必要です。なお、海外で開催される学会等における研究発表の実施と併せて海外大学の研究室訪問や海外企業の視察を実施するなど、学
生自身の研究等に資する海外での活動の実施も「留学」の対象となります。

大学院専門教育（研究）における海外留学について
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亥鼻キャンパスの部局（医、薬、看）の交流校一覧

共通事項  

オーフス大学　医学部  オーフス大学　医学部  医

中国医科大学  中国医科大学  医
天津中医薬大学  天津中医薬大学  医

ライプツィヒ大学  ライプツィヒ大学  医
デュッセルドルフ大学  デュッセルドルフ大学  医
シャリテ・医科大学　ベルリン  シャリテ・医科大学　ベルリン  医

ニース・ソフィア・アンティポリス大学　医学部  ニース・ソフィア・アンティポリス大学　医学部  医

SRM 大学　理工学部  SRM 大学　理工学部  薬

ヤンゴン第一医科大学  ヤンゴン第一医科大学  医

コンケン大学　看護学部  コンケン大学　看護学部  看
シーナカリンウイロート大学　薬学部  シーナカリンウイロート大学　薬学部  薬
シルパコーン大学　薬学部  シルパコーン大学　薬学部  薬
チェンマイ大学　薬学部  チェンマイ大学　薬学部  薬
チュラロンコーン大学　薬学部  チュラロンコーン大学　薬学部  薬
マヒドン大学  マヒドン大学  薬    医

マレーシア国立大学　健康科学部　薬学部　科学技術部  マレーシア国立大学　健康科学部　薬学部　科学技術部  薬
南洋理工大学　リーコンチェン医学部  南洋理工大学　リーコンチェン医学部  医

ホーチミンシティー　医学薬学大学  ホーチミンシティー　医学薬学大学  医

サント・トマス大学　理学部・サント・トマス大学　理学部・
大学院・自然科学研究センター  大学院・自然科学研究センター  薬

香港大学　看護学部  香港大学　看護学部  看
香港バプティスト大学　中国医薬学部  香港バプティスト大学　中国医薬学部  薬

レスター大学（医学部・看護学部）  レスター大学（医学部・看護学部）  医    看
アルスター大学　看護学部  アルスター大学　看護学部  看

瀋陽薬科大学  瀋陽薬科大学  医    薬
大連医科大学　看護学部  大連医科大学　看護学部  看

浙江大学  浙江大学  薬
中国薬科大学薬学院  中国薬科大学薬学院  薬
武漢大学　医学研究科  武漢大学　医学研究科  医
復旦大学　看護学院  復旦大学　看護学院  看

セイナヨキ応用科学大学  セイナヨキ応用科学大学  看
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マレーシア国立大学　健康科学部　薬学部　科学技術部  マレーシア国立大学　健康科学部　薬学部　科学技術部  薬
南洋理工大学　リーコンチェン医学部  南洋理工大学　リーコンチェン医学部  医

ホーチミンシティー　医学薬学大学  ホーチミンシティー　医学薬学大学  医

サント・トマス大学　理学部・サント・トマス大学　理学部・
大学院・自然科学研究センター  大学院・自然科学研究センター  薬

香港大学　看護学部  香港大学　看護学部  看
香港バプティスト大学　中国医薬学部  香港バプティスト大学　中国医薬学部  薬

台北医学大学（医学部・看護学部）  台北医学大学（医学部・看護学部）  医    看
国立台湾大学医学院  国立台湾大学医学院  医

サンパウロ州立大学（医学部・薬学部）  サンパウロ州立大学（医学部・薬学部）  医    薬
リオグランデドスール連邦大学　医学部  リオグランデドスール連邦大学　医学部  医    看

ハーバード大学  ハーバード大学  医

アルバータ大学　薬学部  アルバータ大学　薬学部  薬

ハワイ大学  ハワイ大学  医

イリノイ大学シカゴ校　医学部  イリノイ大学シカゴ校　医学部  医
トーマスジェファーソン大学　医学部  トーマスジェファーソン大学　医学部  医
トロント大学　医学部  トロント大学　医学部  医

アラバマ大学　タスカルーサ校　看護学部  アラバマ大学　タスカルーサ校　看護学部  看

南カルフォルニア大学　医学部ケック校  南カルフォルニア大学　医学部ケック校  医
カルフォルニア大学　サンディエゴ校　医療科学部門  カルフォルニア大学　サンディエゴ校　医療科学部門  医
カルフォルニア州立大学　アーバイン校  カルフォルニア州立大学　アーバイン校  医

ソウル国立大学（看護学部・薬学部）  ソウル国立大学（看護学部・薬学部）  看    薬
仁済大学　医学部  仁済大学　医学部  医

ユタ大学  ユタ大学  医
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○学務部留学生課  URL: https://cup.chiba-u.jp/campusweb/campusportal.do（学生ポータル）
・全学募集プログラムについて※

・全学向け留学ガイダンスについて
・経済支援の制度について
・留学準備、危機管理サービス等について
※各プログラムの詳細や申込みについては海外留学ガイドブック記載の各プログラム担当へ

○亥鼻地区事務部学務課（医学部学務係、薬学部学務係、看護学部学務係）
・所属学部の留学プログラム計画について
・独自計画の留学申請（報告）について
・留学説明会について
・履修登録について
・その他、プログラムに関すること

○亥鼻地区留学支援担当
・旅行手続き（チケット）について
・旅費及び授業料サポート手続きについて
・保険に関する相談について
・留学大学への授業料の支払い手続きについて
・その他、留学準備等に関すること

その他、「海外留学ガイドブック SPRING 2020（全学募集プログラム）」「海外留学ハンドブック」を参照してください。

海外留学支援ホームページ　https://cie.chiba-u.ac.jp/sase/

○海外留学ガイドブック（SPRING 2020）
　①留学プログラム一覧（全学募集プログラム）
　②経済的サポート（ENGINE サポート、JASSO、その他奨学金）
　③留学にあたって必要なこと（健康診断、危機管理、海外渡航登録など）

○海外留学ハンドブック
　①出発前の心構え
　②渡航準備（海外旅行保険等）
　③体調管理
　④危機管理

亥鼻キャンパス学生の海外留学に関する問合せ
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留学関連案内図

亥鼻地区留学支援担当

薬学部学務係
医薬系総合研究棟II　１F

8：30 ～17：15

看護学部学務係
管理棟　1F

医学部学務係
医学部本館　1F

学務部留学生課
総合学生支援センター　2F
E-mail：kaigai-ryugaku@office.chiba-u.jp

亥鼻キャンパス

西千葉キャンパス




