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開講時期　Academic Calendar

IGLOBE is a course of study for undergraduate 
and postgraduate exchange students lasting 
either one or two 16-week semesters. The 
program aims to enhance Japanese language 
skills while providing learning opportunities 
related to Japanese culture and society, as 
well as that of Oita and its surrounding 
communities. This is achieved through a 
variety of classes in the areas of social media, 
education, economics, applied engineering 
and science, sustainability, and popular 
culture. Based on their language proficiency, 
students may also be able to take general 
education and specialization courses. Classes 
are offered in Japanese, Engl ish, or an 
integration of both.

IGLOBEとは協定校からの短期交換留学生のための
プログラムです。６ヶ月もしくは１年間、自国の大学に
在籍しながら、大分大学で特別聴講生として日本語・
日本事情、及び大分周辺の文化・社会について学び、
理解を深めることを目的とします。レベルに合った日
本語科目や大分事情科目、さらに日本語または英語
で開講される「グローバル科目」（例えばソーシャル・
メディア、サステナビリティ、ポピュラー・カルチャー、
教育、経済、理工分野に関する授業）などを履修でき
ます。十分な日本語能力を有している場合、日本人学
生を対象とした教養教育科目や各学部で開講される
専門科目を受講することもできます。

交流協定により授業料は不徴収です。
With a tuition waiver agreement 
between their home university 
and Oita University, exchange 
students will not be charged 
tuition at Oita University.

Intercultural and Global
OITA Based Education (IGLOBE)

学費　Tuition and Fees
本学は、春・秋の二学期制をとっています。留学生向けのプログ
ラムは4月と10月に開講されます。
Oita University has adopted a two-semester system: 
spring and fall semester. Spring semester starts in 
April and Fall semester in October. 



応募の資格及び条件

Successful and highly motivated IGLOBE applicants must

奨学金　Scholarship

１．在籍大学の正規課程に所属する学部学生又は大学院生
　　Ａ．在籍大学における学業成績が優秀な者
　　Ｂ．本学での強い勉学意欲を持ち、授業に欠かさず出席できる者
２．日本語もしくは英語の語学力
　　Ａ．日本語能力試験 N２以上に合格している者（Ｎ１合格者を優先）
　　Ｂ．TOEFL500点（IELTS 5.0）に相当する英語力を持つ者（日本語学習歴は不要）

協定校からの交換留学生には日本学生支援機構（JASSO）
の奨学金が支給されることもあります。
Exchange students may be eligible for a JASSO
(Japan Student Services Organization) scholarship. 

1）be full-time undergraduate or postgraduate students enrolled in a regular course of 
study at their home universities with
Ａ）excellent academic standing
Ｂ）a clear IGLOBE study plan 

2）have a certain level of language proficiency (English or Japanese)
Ａ）an official JLPT certificate (N2 or above with priority given to N1 holders) or
Ｂ）TOEFL 500 (IELTS 5.0) score or equivalent unless they are native speakers of 

English.
*Students who meet English language proficiency criteria require NO formal 
Japanese language education prior to arrival.



IGLOBE科目例　Course Examples 

大分事情
日本語特講　ポピュラーカルチャー
Project Planning, Volunteering, & Internship in Oita 2
Introduction to the International Political Economy
Japanese Popular Culture
狂言で大分を学ぶ　Learning about Oita through Kyogen
サステナビリティ大分　Sustainability in Oita

日本語

English

日本語
English

科目名　Courses 言語　Language

科目
Study
Courses

内容
Contents

●ゼロ初級から超級レベルの日本
語科目
from absolute beginners 
to advanced levels with a
variety of classes 
●日本の文化や社会について学ぶ科目
learn about Japanese 
culture and society

●研修旅行や地域社会との
連携を通して、大分の歴史
や地域社会について学習
learn about the history,
culture, and society of 
Oita through field trips
and other hands-on 
learning experiences

それぞれの科目は日本語のみ、英語のみ、もしくは両言語併用で開講
These classes will be offered in English, Japanese, or mix of both

●グローバルな視点
を身に付けるため
の科目
a wide variety 
of global 
perspective 
courses

●教養科目や、各学部の
専門科目も受講可能
JLPT N1 holders 
can take a 
number of other 
general 
education
courses

日本語・日本事情
JPN Language 
& JPN Studies

大分事情
Oita Studies

グローバル
Global Studies

その他
Other General
Education

提供される科目　Course of Studies



大学外には(A)国際交流会館があります。大学内には(B)留学生寄宿舎と(C)学生寮があります。 いずれもベッドや机・椅子、
冷暖房設備が完備されており、一定期間、格安の料金で利用することができます。料金等、詳細については国際交流課に
お問い合わせください。
Off-campus accommodations include the Oita University International House (A). On-campus 
accommodations include the International Students Dormitory (B) and Student Dormitory (C). 
Accommodations are furnished with a desk, chair, and air conditioning. These are inexpensive housing 
options for your stay. The chart below shows examples; please contact the International Office for more 
specific details.

大分駅や旦野原キャンパス付近には民間アパートが多数あります。家賃月額はおよそ30,000円～50,000円です。
A number of apartments are available near campus and Oita Station, ranging from ¥ 30,000 to ¥ 50,000 per month.

(¥100 = USD 1.00)※このほかに、電気料・ガス料・水道料・インターネット料等を支払います。
*In addition, utility bills and Internet fee are charged.

宿泊施設名
Accommodation

国際交流会館
Oita University

International House

電車と徒歩で約40分
40 minutes by train & foot

留学生のみ International students only

ベッド・机・いす・ロッカー・本棚・冷蔵庫・エアコン・トレイ・シャワーなど
Bed, table and chair, closet, bookshelf, fridge, AC, toilet, etc…
Each location provides slightly different specific amenities.

30室 (¥   5,900)

3室 (¥ 11,900)

3室 (¥ 14,200)

48室 (¥ 11,000)

-

-

13室 (¥ 22,000- 27,000)

-

-

日本人学生も
With Japanese students

徒歩5分
5 minutes by foot

留学生寄宿舎
International Students

Dormitory
学生寮

Student Dorm

通学時間
Commuting Time

居住者
Residents

室数・部屋代
（月額）
Room 
& Rent

設備
Furnishings

Single

Double

Family

シングル

ダブル

家族用

市街地 City Center
学外 Off-campus 学内 On-campus

A B C

宿泊施設　Accommodations

場所
Location



留学生支援の特徴
Student Services & Extracurricular Activities and Events

指導教員：全ての留学生に指導教員が付きます。
Academic advisor assigned throughout the program 
of study

地域社会との交流：小学校・中学校・高校、公民館などで
地域の人々と交流します。
Intercultural exchanges with local citizens, including 
elementary and secondary schools and community 
organizations

チューター制度：大分大学の学生が、渡日時の諸手続きや
学習を支援します。
Orientation program where individual Japanese peer 
“tutors” are assigned to each exchange student

国際交流ボランティア会：国際交流に関心のある大分大学の
学生グループが留学生のための歓送迎会、地域住民や日本人
学生との交流イベントを企画・実行
“Global Crew” volunteer student group organizing 
various events and parties for international students 

研修旅行：大分県内の様々な
地域を訪れ、大分の豊かな歴
史や文化を学びます。
Field trips to explore Oita 
prefecture's history and 
culture

伝統文化体験：お祭り、茶道、
書道などを体験できる行事も
積極的にサポート
Traditional cultural 
experience (e.g., tea 
ceremony, calligraphy, local 
festivals)



IGLOBEに関するお問い合わせは下記連絡先までお願いします。
〒870-1192　大分県大分市大字旦野原700番地　
大分大学　国際教育研究推進機構　国際教育推進センター
E-mail: exchange@oita-u.ac.jp
TEL:＋81-97-554-7131  Fax: ＋81-97-554-7437

For more information and inquiry, please contact:
Global Education and Intercultural Advancement Center (GAIA): 
E-mail: exchange@oita-u.ac.jp
TEL:＋81-97-554-7131  Fax: ＋81-97-554-7437

IGLOBE に関するお問い合わせ　

More Information and Details



大分大学アクセスマップ
Oita University
Information Map

旦野原キャンパス
Dannoharu Campus

挾間キャンパス
Hasama Campus

Where's Oita?

日本
【JAPAN】

九州
【KYUSHU】 福岡

FUKUOKA

大分
OITA

東京
Tokyo

大阪
Osaka

大分
Oita


