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No
プログラム

タイプ
容内ムラグロプ）定予（数日域地・国名ムラグロプ期時施実 募集人数 単位 費用

（2017年度実績）
募集説明会 主催・問い合わせ先

験体化文・修研語国韓間日02国韓験体化文国韓月8Ａ1 30(※1） 単位認定無 約60,000円

験体化文・流交生学間日41イタ験体化文イタ月8Ａ2 10(※2） 単位認定無 約70,000円

験体化文・修研語国中間日41湾台験体化文湾台月8Ａ3 10 単位認定無 約130,000円

イテスムーホ・習学語ンイペス・験体化文間日41コシキメ験体化文コシキメ月8Ａ4 10 単位認定無 約320,000円

等問訪業企間日41アシネドンイ修研アシネドンイ月8Ａ5 10 単位認定無 約200,000円

0,002約無定認位単01習学験体たしにマーテを生共化文多間日41アシーレマ修研アシーレマ月8Ａ6 00円

,024約位単201上以次年2の部学済経・部学法・部学営経・部学工理イテスムーホ・修研語英間日41ダナカ修研学語ダナカ月8Ａ7 000円

能可加参らか名1年学全・部学全修研語英間日41ンピリィフ修研学語ンピリィフ月3Ａ8
単位認定無

薬学部2年次以上のみ2単位
約210,000円

円000,081約無定認位単能可加参らか名1生学全のスパンャキ川屋寝験体化文・修研語国中間日41湾台修研語国中湾台月3Ａ9

認位単01年学全・部学全修研成養プッシーダーリ間日01ンパイサ）修研LGNU（ンパイサniジンレャチ・プッシーダーリ月2Ａ01 定無 約160,000円

費活生地現）3※（3上以次年2部学全習学語国韓間年1～年半国韓校学大田大・国韓・学留換交期長発出月2Ｂ11

費寮・費活生地現2上以次年2部学全習学語国中間年1～年半湾台学大技科台南・湾台・学留換交期長発出月9Ｂ21

費寮・費活生地現2上以次年2部学全習学語国中間年1～年半湾台学大葉大・湾台・学留換交期長発出月9Ｂ31

屋寝験体習実ので）社ygolonhceT.I.A（業企りくづのもの地現度程間日01イタプッシンータンイ外海りくづのも月8Ｃ41 4上以次年2部学全スパンャキ川

2単位
ただし、同時に「ものづくりイン
ターンシップ基礎」（2単位）の
履修を必須とする。（計4単位）

約120,000円
1/29・30

12:15～12:45
実施済

スパンャキ川屋寝験体習実ので）社ＥＬＰＡＭ（業企りくづのもの地現度程間日01ンピリィフプッシンータンイ外海りくづのも月8Ｃ51 6上以次年2部学全

2単位
ただし、同時に「ものづくりイン
ターンシップ基礎」（2単位）の
履修を必須とする。（計4単位）

約120,000円
1/29・30

12:15～12:45
実施済

度程間日01カリメアプッシンータンイ外海りくづのも月8Ｃ61
現地の建築・建設系企業（West Wing社）での実習体験
および現地視察

5上以次年2部学全スパンャキ川屋寝

2単位
ただし、同時に「ものづくりイン
ターンシップ基礎」（2単位）の
履修を必須とする。（計4単位）

（2018年度新規）
1/29・30

12:15～12:45
実施済

頃月5円000,004約位単202生学修履」習実外海「で部学語国外）語英（習実学語間日02約アリラトスーオ習実外海月8Ａ71

月5円000,051約位単2能可加参らか名1生学修履」習実外海「で部学語国外）語国中（習実学語間日02約国中習実外海月8Ａ81 頃

00,054約位単2能可加参らか名1生学修履」習実外海「で部学語国外）語ンイペス（習実学語間日03約ンイペス習実外海月2Ａ91 0円 9月～10月頃

52約位単2能可加参らか上以名5生学修履」習実外海「で部学語国外）語ーレマ（習実学語間日51約アシーレマ習実外海月9・8Ａ02 0,000円 5月頃

単2施実で上以名51生学修履」プンャキクーワ外海「で部学語国外動活アィテンラボ間日51約アシーレマプンャキクーワ外海月2Ａ12 位 未定 9～10月頃

ンータンイ・ィテリタピスホ「で部学語国外プッシンータンイ所港空北台ＡＮＡ間週1約湾台プッシンータンイ・ィテリタピスホ月8Ｃ22 シップ」履修学生 1名から参加可能 2単位 約150,000円 授業内で説明

ムアグ、本日プッシンータンイ外海月3Ｃ32
約10日（日本1日、
グアム8日）

旅行会社（近畿日本ツーリスト）または
ホテルでの就業体験

頃月01～月9円000,042約位単201生学修履」プッシンータンイ外海「で部学語国外

24 D
2・8月
出発

間年半カリメアムラグロプジッレカ際国アシンレバ
ウォルトディズニーワールドリゾートでの就業体験
＋語学留学（英語）

有定認位単能可加参らか名1上以次年2部学語国外
授業料

現地生活費等
5月、10月頃

25 D
主に

8・9出発
2・3出発

海外留学

アメリカ、カナダ、オーストラリア、
ニュージーランド、イギリス、中
国、台湾、スペイン、メキシコ、イ
ンドネシア、マレーシア

半年間または1年間
語学留学（派遣先によっては派遣先で開講されている科
目も受講可能）

有定認位単能可加参らか名1上以次年2部学語国外
授業料

現地生活費等
1月、7月頃

,091約位単201上以次年2部学全等プッシンータンイ間日01アシネドンイilaB niプッシンータンイスネジビ外海月9C62 000円

・経営学部履修ガイダ
ンスで紹介
・個別事前相談期間を
設ける

経営学部事務室

施実で上以名5年学全・部学全修研学語・査調ドルーィフ・感体化文異間日01約イタるえ考を生共化文多らか点視なルカーログ月2Ａ72 2単位 約150,000円
①４月中旬
②９月初旬

法学部事務室

間日61アリラトスーオ修研外海アリラトスーオ月8C82 旬中月4円000,50351

間日7国中海上niムラグロプ感体業企ルバーログ月8C92 旬中月4円000,06151

間日7アリタイ修研外海アリタイ月2C03 旬中月10円000,54101

073約位単1施実で上以名01上以次年2部学護看流交のと生学地現、学見設施者齢高・院病間日8カリメアーナミセ療医外海月3C13 ,000円 5月初旬

※3：常翔学園（摂南大学、大阪工業大学、広島国際大学）の3大学から合計3人

※本冊子で紹介した内容は2018年3月現在のものであり、変更の可能性がありますので、最新の情報は主催部署にて確認をしてください。

※参加費は現地の実習費や物価水準、為替相場、参加人数等により変動する可能性があります。

※1：常翔学園（摂南大学、大阪工業大学、広島国際大学）の3大学から合計30人

※2：大阪工業大学と合わせて合計10人

※単位認定については、履修年度等の諸条件等によって認められない場合がありますので、事前に主催部署にて確認をしてください。

自分の興味やレベルにあったプログラムを探してみよう！　2018年度海外派遣プログラム一覧
応募資格

経済実践演習（フィールド調査、企業視察、現地学生との
交流、語学研修等）

経済学部2～3年次
2単位

（経済実践演習科目）

寝屋川キャンパスの全学部・全学年
4/16～4/20

12：40～13：10
341教室

経済学部事務室

枚方事務室教務係

国際交流センター

9月下旬～
10月上旬予定

3/27～3/29
12：40～13：10

341教室

単位互換可
（ただし、学部授業聴講の場合

のみ）

理工学部事務室

外国語学部事務室
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費寮・費活生地現2上以次年2部学全習学語国中間年1～年半湾台学大技科台南・湾台・学留換交期長発出月9Ｂ21

費寮・費活生地現2上以次年2部学全習学語国中間年1～年半湾台学大葉大・湾台・学留換交期長発出月9Ｂ31

屋寝験体習実ので）社ygolonhceT.I.A（業企りくづのもの地現度程間日01イタプッシンータンイ外海りくづのも月8Ｃ41 4上以次年2部学全スパンャキ川

2単位
ただし、同時に「ものづくりイン
ターンシップ基礎」（2単位）の
履修を必須とする。（計4単位）

約120,000円
1/29・30

12:15～12:45
実施済

スパンャキ川屋寝験体習実ので）社ＥＬＰＡＭ（業企りくづのもの地現度程間日01ンピリィフプッシンータンイ外海りくづのも月8Ｃ51 6上以次年2部学全

2単位
ただし、同時に「ものづくりイン
ターンシップ基礎」（2単位）の
履修を必須とする。（計4単位）

約120,000円
1/29・30

12:15～12:45
実施済

度程間日01カリメアプッシンータンイ外海りくづのも月8Ｃ61
現地の建築・建設系企業（West Wing社）での実習体験
および現地視察

5上以次年2部学全スパンャキ川屋寝

2単位
ただし、同時に「ものづくりイン
ターンシップ基礎」（2単位）の
履修を必須とする。（計4単位）

（2018年度新規）
1/29・30

12:15～12:45
実施済

頃月5円000,004約位単202生学修履」習実外海「で部学語国外）語英（習実学語間日02約アリラトスーオ習実外海月8Ａ71

月5円000,051約位単2能可加参らか名1生学修履」習実外海「で部学語国外）語国中（習実学語間日02約国中習実外海月8Ａ81 頃

00,054約位単2能可加参らか名1生学修履」習実外海「で部学語国外）語ンイペス（習実学語間日03約ンイペス習実外海月2Ａ91 0円 9月～10月頃

52約位単2能可加参らか上以名5生学修履」習実外海「で部学語国外）語ーレマ（習実学語間日51約アシーレマ習実外海月9・8Ａ02 0,000円 5月頃

単2施実で上以名51生学修履」プンャキクーワ外海「で部学語国外動活アィテンラボ間日51約アシーレマプンャキクーワ外海月2Ａ12 位 未定 9～10月頃

ンータンイ・ィテリタピスホ「で部学語国外プッシンータンイ所港空北台ＡＮＡ間週1約湾台プッシンータンイ・ィテリタピスホ月8Ｃ22 シップ」履修学生 1名から参加可能 2単位 約150,000円 授業内で説明

ムアグ、本日プッシンータンイ外海月3Ｃ32
約10日（日本1日、
グアム8日）

旅行会社（近畿日本ツーリスト）または
ホテルでの就業体験

頃月01～月9円000,042約位単201生学修履」プッシンータンイ外海「で部学語国外

24 D
2・8月
出発

間年半カリメアムラグロプジッレカ際国アシンレバ
ウォルトディズニーワールドリゾートでの就業体験
＋語学留学（英語）

有定認位単能可加参らか名1上以次年2部学語国外
授業料

現地生活費等
5月、10月頃

25 D
主に

8・9出発
2・3出発

海外留学

アメリカ、カナダ、オーストラリア、
ニュージーランド、イギリス、中
国、台湾、スペイン、メキシコ、イ
ンドネシア、マレーシア

半年間または1年間
語学留学（派遣先によっては派遣先で開講されている科
目も受講可能）

有定認位単能可加参らか名1上以次年2部学語国外
授業料

現地生活費等
1月、7月頃

,091約位単201上以次年2部学全等プッシンータンイ間日01アシネドンイilaB niプッシンータンイスネジビ外海月9C62 000円

・経営学部履修ガイダ
ンスで紹介
・個別事前相談期間を
設ける

経営学部事務室

施実で上以名5年学全・部学全修研学語・査調ドルーィフ・感体化文異間日01約イタるえ考を生共化文多らか点視なルカーログ月2Ａ72 2単位 約150,000円
①４月中旬
②９月初旬

法学部事務室

間日61アリラトスーオ修研外海アリラトスーオ月8C82 旬中月4円000,50351

間日7国中海上niムラグロプ感体業企ルバーログ月8C92 旬中月4円000,06151

間日7アリタイ修研外海アリタイ月2C03 旬中月10円000,54101

073約位単1施実で上以名01上以次年2部学護看流交のと生学地現、学見設施者齢高・院病間日8カリメアーナミセ療医外海月3C13 ,000円 5月初旬

※3：常翔学園（摂南大学、大阪工業大学、広島国際大学）の3大学から合計3人

※本冊子で紹介した内容は2018年3月現在のものであり、変更の可能性がありますので、最新の情報は主催部署にて確認をしてください。

※参加費は現地の実習費や物価水準、為替相場、参加人数等により変動する可能性があります。

※1：常翔学園（摂南大学、大阪工業大学、広島国際大学）の3大学から合計30人

※2：大阪工業大学と合わせて合計10人

※単位認定については、履修年度等の諸条件等によって認められない場合がありますので、事前に主催部署にて確認をしてください。

自分の興味やレベルにあったプログラムを探してみよう！　2018年度海外派遣プログラム一覧
応募資格

経済実践演習（フィールド調査、企業視察、現地学生との
交流、語学研修等）

経済学部2～3年次
2単位

（経済実践演習科目）

寝屋川キャンパスの全学部・全学年
4/16～4/20
12：40～13：10

341教室

経済学部事務室

枚方事務室教務係

国際交流センター

9月下旬～
10月上旬予定

3/27～3/29
12：40～13：10

341教室

単位互換可
（ただし、学部授業聴講の場合

のみ）

理工学部事務室

外国語学部事務室

3 4



年

5 6



室（   ）
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