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プログラム説明 

本プログラムは、留学生センターが実施しています。同センターは、

香川大学インターナショナルオフィスの一部です。本プログラムの学

生は、インターナショナルオフィス（KUIO）に所属します。 

期間 

本プログラムは１学期のプログラムで、１学年に２回実施されます。 

春期：４月から８月 

秋期：10月から翌年の２月 

対象学生 

本プログラムの主な対象は、香川大学の協定大学において、学部に所

属している学生です。しかし、協定大学以外の学生も、応募可能です。

協定大学以外から受講が認められた場合は、必要な学費を払うこと

になります。さぬきプログラムを受講する学生は、所属する大学に

よって、成績、素行、動機の点から推薦されていなければなりません。

さらに、英語と日本語、またはどちらかのある程度の口頭コミュニ

ケーション能力が必要です。 

語学要件と成績 

日本語能力に関しては、さぬきプログラムは入門レベルから上級レベ

ルの学生を受入れます。ただし、日本語初級レベルの学生は十分な英

語能力が必要です。 

すべての学生は、在籍大学で良好な成績と履歴を有し、十分なGPA

を有する必要があります。 

各学生の言語能力に応じて、受講する講義は異なります。日本語初

級者には、我々が直接初級コースを提供します。N2やN1レベルの

学生は、日本語で提供されている「通常の」講義の受講も可能です。

さぬきプログラムの全ての学生は、いくつかの共通の科目を受講し

ます。その中には、「プロジェクトさぬき」や経済学部が提供する、英

語による経営に関する授業が含まれます。 

プログラムの授業 
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申請手続き 

申請は全て、所属大学の国際関係部署を通して行ってください。ま

ず、電子データとして書類に記入してください。チェックリストを提供

します。全ての書類（チェックリストを含む）が適切に準備できたら、所

属大学の国際関係部署に電子データで渡してください。 

専門科目の受講 

先に触れた通り、N2やN1レベルの日本語能力を有する学生は、自

身の専門に関連した「通常の」日本語による講義を各学部で受講で

きる可能性があります。KUIOは学生が各学部からの適切な科目等

を受講できるように、学部との調整に努めます。これらを検討する学

生は、時間割例を参照してください。 

Skype による面談 

必要に応じて、申請した学生に15分から20分のSkypeによる面

談を要求することがあります。学問的背景、素行、動機、口頭コミュ

ニケーション能力を確認するため（上記の「対象学生」で触れてい

ます）です。例えば、申請した学生の口頭コミュニケーション能力が

非常に低かった場合、申請が認められない可能性があります。ま

た、学生から我々への本プログラムに関する質問も受け付けてい

ます。 

重要な日程 

 春期（４月）エントリー 秋期（10月）エントリー 

申請開始 10月初め ４月初め 

電子データ提出 11月初め ５月初め 

本紙提出 12月初め ６月初め 

日本大使館でのビザ申請 １月 ７月 

航空券購入 ２月 ８月 

日本到着 ３月末／４月初め ９月末 

授業開始 ４月第１週 10月第１週 

授業終了 ８月初めまたは中旬 ２月中旬 
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    講義名 Lecture 
担当教員 
Lecturer 

備考 Miscellaneous 

月 
Mon 

1       

2 
初級日本語 
 Elementary Japanese 

塩井 
Shioi 

  

3 
初級日本語 
 Elementary Japanese 

塩井 
Shioi 

  

4 

初級日本事情 
Japanese current affairs: 

The economic development and the 

reform of social system in Japan after 

the Meiji restoration 

野田 
Noda 

Japanese students may also join. 

5      

火 
Tue 

1      

2 
初級日本語 
 Elementary Japanese 

塩井 
Shioi 

 

3 
初級日本語 
 Elementary Japanese 

塩井 
Shioi 

 

4    

5    

水 
Wed 

1    

2 
初級日本語 
 Elementary Japanese 

和田 
Wada 

 

3 
初級日本語 
 Elementary Japanese 

和田 
Wada 

 

4 
初級日本事情 
Japanese current affairs: Scrutinizing 

Kagawa 

植村 
Uemura 

Japanese students may join this course.  

5    

木 
Thu 

1     

2 
初級日本語 
 Elementary Japanese 

高水 
Takamizu 

 

3 
初級日本語 
 Elementary Japanese 

高水 
Takamizu 

 

4 Project Sanuki 
IO教員 
KUIO faculty 

members 

This course is led by Lrong. Japanese students 

may join this course. Conducted in both English 

and Japanese language.  

5 Project Sanuki     

金 
Fri 

1 
初級日本語 
 Elementary Japanese 

高水 
Takamizu 

 

2 
初級日本語 
 Elementary Japanese 

高水 
Takamizu 

 

3    

4 
Globalization in the higher 

education sector 
ロン 
Lrong 

Japanese students may join this course.  

5       

Yellow cells show classes that are credited. 

Globalization in the higher education sector is a two-credit class conducted under the Faculty of Economics. 

This timetable is an example for students with entry level of Japanese Language. 

時間割（日本語初級学習者の例） 
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    講義名 Lecture 担当教員 Lecturer 備考 Miscellaneous 

月 
Mon 

1       

2     

3     

4 

初級日本事情 
Japanese current affairs: 

The economic development and the 

reform of social system in Japan after 

the Meiji restoration 

野田 
Noda 

Japanese students may also join. 

5 
プロジェクトさぬき IO教員 This course is led by Lrong. Japanese students 

may join this course. Conducted in both English 

and Japanese language.  

火 
Tue 

1      

2 
日本語Ic 高水 

Takamizu 

 

3    

4 

国際比較文化研究 平 
Taira 

 

5    

水 
Wed 

1    

2 
日本語IIa 佐藤 

Sato 

 

3    

4    

5    

木 
Thu 

1     

2 
日本語IIc 塩井 

Shioi 

 

3 
日本事情IIb ロン 

Lrong 

 

4    

5      

金 
Fri 

1 専門科目 学部教員  

2 専門科目 学部教員  

3    

4    

5       

黄色いセルは単位つき授業を表わします。 

この時間割表はN2レベルの日本語能力を有する学生の例です。 

時間割（日本語N2レベル学習者の例） 
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さぬきプログラム 2018-19について 

日本の出入国管理法により、留学生には10時間以上の学習時間が

要求されます。これは、最低７時限の授業に相当します。 

プログラムの授業時間 

初級日本語  

塩井・高水、計6単位 

学生は、日本語の基礎的な４技能、聞く・話す・読む・書く、を学ぶことができます。ひらが

な・カタカナや基本的な表現を学ぶことを通して、日本人と日本語でコミュニケーション

を取り始めることができ、キャンパスでも地域でも、日本での生活が容易で快適になり

ます。さらに、これらの技能により、日本の文化や社会をよりよく理解できるようになり

ます。 

 

初級日本事情: 

明治維新後の日本における経済発展と社会システム改革 

野田、2単位 

19世紀、日本は経済発展と社会システム改革に大きな努力を払いました。この授業で

は、各週に食糧生産、健康と福祉のシステム、学校教育、産業発展、エネルギーと環境等

から１つの分野を選び、発展、到達、挑戦の過程を議論します。議論を興味深いものとす

るため、学生は自国の状況を説明することが推奨されます。 
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初級日本事情: 香川を精査する 

植村、2単位 

この授業では、香川の地域の行事、工芸品、歴史的出来事の精査を通して、日本

の文化、歴史、社会の洞察と理解を深める機会を提供します。授業は講義とそれ

に基づくディスカッションで構成されます。学生は自国の知識や経験を提供して、

ディスカッションに参加するようにしてください。 

 

プロジェクトさぬき 

ロン他、2単位 

「プロジェクトさぬき」では、留学生は日本人学生と一緒に、香川に関するテーマ

の調査を行います。地理、歴史、食、文化、観光、産業、などのさぬき（香川）に関す

るすべてのことが、トピックになり得ます。プロジェクト終了時には、学生はさぬき

うどん（有名な麺）やさぬき弁（香川の方言）などのよく知られたもの以上の、この

エリアの知識を手に入れるでしょう。 

 

高等教育のグローバル化: 傾向、課題、戦略 

 ロン、2単位（春期のみ提供） 

この授業は、インターナショナルオフィスと経済学部の連携によって運営されてい

ます。さぬきプログラムの留学生は様々な学部からの日本人学生と一緒に学びま

す。この授業の焦点は、高等教育です。この分野が、国境を超える学生の動きを通

して、グローバル化にどのように影響を受けたかを見ていきます。本授業の目的

は、高等教育分野のグローバル化という現象を理解する知識を身につけることで

す。特に、この分野の傾向と各国の留学生獲得戦略を学びます。 
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指導教員 

全ての学生には、KUIOから指導教員が割り当てられます。指導教

員は、日常生活やプログラムの授業などについて、指導を行います。

状況や必要に応じ、適切な学部から補助的な指導教員が割り当てら

れます。この指導教員は、学生の専門についての学問的な助言をし

ます。 

10月 秋学期の開始 

香川での生活ガイダンス 

歓迎会 

11月 学園祭 

工場や文化スポットの１日訪問 

紅葉狩りとうどん作り ※ 

12月 学長主催留学生交歓会 

ホームビジット 

１月 さぬきお正月会 ※ 

２月 期末試験 

さよならパーティー 

３月 卒業式 

春休み 

４月 春学期の開始 

入学式 

香川での生活ガイダンス 

歓迎会 

５月 お茶会 

工場や文化スポットの１日訪問 

６月 ホームビジット 

７月 瀬戸内海の島への１日旅行 ※ 

８月 期末試験 

夏休み 

世界の料理 ※ 

９月 夏休み 

年間行事例 

※これらの行事は、香川大学主催ではありません。 
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高松市について 

本学は、高松市に位置しています。高松市（人口400,000人以上）

は中規模の都市で、主要な駅（高松駅）はサンポートという海に面し

た美しいエリアにあります。高松市には「栗林公園」という有名な日

本庭園があります。 

香川大学について 

香川大学は総合大学（国立大学法人）です。６つの学部－教育・経済・

法・農・医・創造工－を有しています。6000人以上の学生が学んで

いて、そのうち200人以上が留学生です。香川大学は、Times 

Higher Education Ranking 2018において、世界で601位か

ら800位、アジアで175位に位置づけられています。 

香川県について 

香川県は日本で最小の県で、人口は約1,000,000人です。4つの

季節があり、気候は地中海に近く、１年を通して快適な気温です。た

だし、ときどき夏は暑く、冬は寒くなることがあります。日本の他の

地域と比較すると、住むのに必要な経費はかなり低いです。香川の

自慢は、日本国内で最長の商店街、最大の人造湖、最多の晴天の日

数です。 

「さぬき」について 

「さぬき」は香川の昔の名前です。この名前を聞くと、人は「うどん」を

頭に浮かべます。うどんは太い麺で、地元で広く愛されています。う

どん店は県内のどこにでもあるので、香川県の愛称が「うどん県」で

あるのは、全く不思議ではありません。さらに、香川はオリーブ、うち

わ、手袋の生産において、１位となっています。 

交通 

高松市は関西空港とリムジンバスで直接つながっています。飛行機の

国内線は、羽田、成田、那覇空港の各空港へのアクセスを提供してい

ます。さらに、国際直行便は、高松空港から上海、ソウル、香港、台北

につながっています。 
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学生サポーター 

本プログラムの学生には、「サポーター」の学生がつきます。サポーターは、日常生活を支援し

ます。さらに、KUIOのスタッフや他の部局（保健管理センター）も必要に応じ留学生をサポー

トします。 

課外活動 

本学は、留学生を対象に、課外教育の機会を提供します。工場、博物

館、有名な公園などの訪問を含みます。これらの課外教育において、

学生は和菓子やうちわやうどん作りなどを学びます。また、年末に

は、学長が留学生向けのパーティーを主催します。 

学生活動（KUFSA, ICES, その他の学生クラブ） 

本学の全ての留学生は、香川大学留学生会（KUFSA）に所属します。日

本人学生のクラブである、香川大学異文化交流会（ICES）と共に、年間

を通して行事を運営します。行事には、歓送迎会、瀬戸内海の島旅行、紅

葉狩り、お正月の行事が含まれます（カレンダーを参照）。加えて、ICES

とKUFSAは、ランチプレゼンテーション会とコーヒータイムからなる、

「マンデーイベント」を運営します。留学生は剣道、茶道、雅楽などの多く

の部活動にも参加できます。 
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住居 

留学生向けに、大学の寮があります。１ヶ月の家賃は10,000円から

約20,000円で、学生がこれらの寮に申請する支援をします。しか

し、部屋数の不足等で寮への入居が不可能な場合も考えられます。

その場合には、民間アパートを探すことを支援します。 

費用 
交流協定を通して留学している交換留学生の学費は不徴収となる

可能性があります。しかし、航空券、家賃、生活費、健康保険料、医療

費、その他インターネットや電話代などの雑費は、支払う必要があり

ます。ライフスタイルにより、１か月の生活費は30,000円程度から

50,000円以上となります。 

アルバイト 

公式には、本プログラムの学生が、特に生活費を得るためにアルバイ

トをすることは推奨しません。留学を始める際に、学生の皆さんは、

アルバイトに頼る必要なく、プログラム期間を通して必要な資金を確

保することをお勧めします。 

奨学金 
状況（年および予算）により、選考を経た特定の学生に奨学金が与

えられる場合があります。現状では、奨学金は香川大学国際交流

基金または日本学生支援機構から提供される可能性があります。

該当する場合は、KUIOから関係者に連絡します。 
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プログラム修了に際して 

無事にプログラムを修了した学生には、修了式が予定されてい

ます。学生には修了証が発行されます。 

修了後に、kUIOから学生の所属大学に成績証明書を送付しま

す。 

本プログラム後に 

本プログラムは、１学期のみの制度になっています。もう１学期勉学

を続けたい学生は、続く６ヶ月を適切な学部における交換留学生と

して登録することを考えてみてください。ただし、ほとんどの学部レ

ベルの授業は日本語で実施されていることに注意が必要です。その

場合は、最低でも日本語能力試験N2レベルの日本語力が必要とな

ります。 

Home page 

http://www.kagawa-u.ac.jp/kuio/isc/sanuki-program/ 

 

問い合わせ先  

Prof. Lrong Lim 

Kagawa University International Office 

Email: Lrong@cc.kagawa-u.ac.jp 


