
 

 

 

1. ハイブリッド形式授業を取り入れた 

2020 年度生の予備教育が始まりました 
 

2020 年度生 15 名に対する 10 月 1 日からの予備教育は、既に渡

日済の学生と渡日できない学生との両方に対応するため、対面授業と

オンライン授業とを組み合わせるハイブリッド形式を取り入れてス

タートしました。 

今冬以来のコロナ禍への対策として、本学では前

期授業期間中からオンライン授業を進めてきま

したので、教職員側は戸惑うことなくハイブリッ

ド形式に適応することができました。また、学生

たちにもオンラインに不慣れな様子は見受けら

れず、スムーズな走り出しとなりました。 

春の入学意思確認以降、予備教育履修生に対し

て、日本人学生が高校までに習得する数学の公式

の学習状況調査、日本語学習に関するアンケート

調査・プレースメントテスト、更には EJU 過去

問などによる数学・物理・化学／経済・歴史など

の理解度調査を進め、15 名それぞれの時間割を

策定しました。週 25 コマのうち、14～19 コ

マを履修するという極めてハードなスケジュー

ルですが、彼ら・彼女らの頑張りに期待したいと

思います。 

 

2. 2020 年度生 

予備教育課程開講式を開催しました 
 

2020 年 10 月からの予備教育開始に先立ち、9 月 28 日に開講式を

開催しました。2020 年度生は 15 名で、その出身国・地域はインド

ネシア、タイ、フィリピン、ベトナム、ミャンマー、モンゴル、台湾、

中国と多様性に富んでいます。コロナウイルスによる感染症蔓延の影

響で、まだ渡日できていない予備教育履修生も多く、開講式はオンラ

インでの開催となりました。 

 

Newsletter 
Kyoto University International Undergraduate Program 

こ の 号 の 内 容  

1. ハイブリッド形式授業を取

り入れた 2020 年度生の 

予備教育が始まりました 

2. 2020 年度生予備教育課程

開講式を開催しました 

3. オンラインによる広報・リク

ルート活動を進めています 

4. 京都大学 ASEAN 拠点との

連携を強化しています 

5. Kyoto iUP へのご支援を 

頂戴しています 
 

Kyoto iUP 留学生の声  

Vol.1 

No.5 

2020.10 

宮川教育院長のプレゼンテーション 北野 前教育担当理事の挨拶 

長谷部教授の数学の授業 

 吉崎教授の物理の授業 



はじめに北野 前教育担当理事から歓迎の挨拶ののち、宮川国際高等

教育院長が京都大学の環境で学ぶ素晴らしさと困難な状況でも笑い

とユニークさを忘れず物事に取り組む重要さを伝えるプレゼンテー

ションを行いました。予備教育を担当する吉田カレッジオフィスの各

教員からも自己紹介と歓迎の意が表され、その後 15 名の予備教育履

修生は、緊張しながらもこれから始まる学習への抱負や意欲を力強く

述べていました。 

 

また、依然渡日の難しい予備教育履修生たちに渡日後の留学生活をイ

メージし、モチベーションを高めてもらうべく、この開講式のために

２つのオリジナル動画、 

 

 Kyoto iUP：Life 

 Kyoto iUP：Virtual CampusTour at Kyoto University 

 

を製作し、視聴してもらいました。Youtube の Kyoto iUP チャンネ

ルにも掲載していますので、是非ご覧ください。 

 

 

3. オンラインによる広報・リクルート活動

を進めています 
 

右表のとおり、7 月から現地渡航を伴わないオンラインツールを活用

した広報・リクルート活動を本格的に進め、既に 800 名近くの学生・

保護者にアプローチすることができました。11 月からの出願受付開

始に向けて 9-11 月を広報強化月間と位置付け、積極的にオンライン

イベントを展開しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Youtube 

Kyoto iUP チャンネル 

京都大学及び Kyoto iUP の魅力を伝える 

チャットボックスを介して多くの質問が寄せられる 

現役の Kyoto iUP 生から留学体験談の紹介 

 
 
 

堂々と挨拶を述べる 15 名の予備教育履修生 



これまでの実施実績 

 

これからの実施予定 

 

4. 京都大学 ASEAN 拠点との連携を 

強化しています 
 

上記の広報・リクルート活動を進めるにあたり、本学 ASEAN 拠点と

の連携強化を進めています。同拠点は 2014 年以降 ASEAN 地域で

積極的に研究教育活動を展開しており、そのノウハウやリソースを活

用して、Kyoto iUP は勿論、大学全体の国際教育交流を促進していく

必要があります。 

Kyoto iUP のオンラインイベントに

ASEAN 拠点・縄田拠点所長に協力いた

だくほか、前号でもお伝えした 2019 年

10 月開催のシンガポールカレッジ実施

事業でも、現地教育関係者・ASEAN 地

域邦人同窓会を交えた意見交換会を行

い、その成果として各邦人同窓会名簿を

月日 国・地域 イベント内容 参加者数 

7/11（土） インドネシア 
現地広報委託エージェント主催 

オンラインセミナー 
150 

7/15（水） タイ マヒドン高校オンラインセミナー 41 

7/16（木） 台湾 師範大学附属高校オンライン教員懇談会 — 

7/20（月） 台湾 建国高校オンライン教員懇談会 — 

7/20（月） フィリピン 
フィリピンサイエンスハイスクール 

オンライン教員懇談会 
— 

7/31（金） ミャンマー 岡山大学 OJEIC 主催オンラインセミナー 39 

8/24（月） マレーシア 中華独立系高校向けオンラインセミナー 20 

8/27（木） フィリピン 
フィリピンサイエンスハイスクール 

オンラインセミナー 
77 

9/2（水） 

9/4（金） 
ミャンマー 

岡山大学 OJEIC 主催 

Online Study in Japan Week 相談会 
12 

9/25（金） 全世界 
独自オンラインセミナー 

（インドを主な対象とするもの） 
143 

10/3（土） シンガポール 独自オンラインセミナー 68 

10/9（金） マレーシア マレー系高校向けオンラインセミナー 75 

10/16（金） 台湾 中山女子高校オンラインセミナー 20 

10/17（土） 香港 独自オンラインセミナー 26 

10/22（木） 台湾 台中女子高校オンラインセミナー 17 

10/25（日） カンボジア JICA 主催オンラインセミナー 87 

合 計 775 

月日 国・地域 イベント内容 

10/26（月） 台湾 師範大学附属高校オンラインセミナー 

10/27（火） 台湾 建国高校オンラインセミナー 

11/1（日） タイ マヒドン高校オンライン相談会 

11/6（金） 台湾 台北第一女子高校オンラインセミナー 

11/7（土） ベトナム 現地広報委託エージェント主催オンラインセミナー 

11/9（月） 全世界 独自オンラインセミナー 

11/20（金） インド 東京大学インド事務所主催オンラインセミナー 

ASEAN 拠点・縄田拠点所長も 

オンラインセミナーに協力 

ASEAN 地域邦人同窓会との 

意見交換会の様子（シンガポール, 2019） 



大学と密に共有する取組が進められています。また、同窓会幹事同士

のネットワーク構築や、同窓会 Facebook の立ち上げにも着手され

ています。 

 

5. Kyoto iUP へのご支援を頂戴しています 
 

Kyoto iUP の趣旨に賛同いただき、将来の日本社会を国内外から支え

る人材を共同で育成することに協力いただける企業・団体から、奨学

金などのご支援を頂戴しています。 

 

Makoto Maki Memorial Kyoto iUP Scholarship 

メルコホールディングスの創業者であり、2018 年に逝去された故・

牧誠氏の強い意向を受けて、Kyoto iUP の留学生が必要とする学修費

を支援する奨学金です。 

 

 

Nippon Shokubai Kyoto iUP Scholarship 

株式会社日本触媒からの寄附金により創設された、Kyoto 

iUP の留学生が必要とする学修費を支援する奨学金です。 

 

 

Kyoto iUP, Kyoto University – JUGAS Supplementary Scholarship 

JUGAS（シンガポール留日大学卒業生協会）の支援による、シンガ

ポール国籍を持つ Kyoto iUP 合格者にエコノミークラスの往復渡航

経費を支給する奨学金です。 

 

 引き続き、Kyoto iUP 留学生の支援・育成と、京都大学の目指すキ

ャンパスの国際化へのご協力をよろしくお願いいたします。 

 

 
Kyoto iUP 留学生の声 Vol.1 
周雨臻 Chou, Yu-Chen 法学部 1 回生（台湾） 
化学式や数学の公式など所謂「世界共通言語」が無い法学を学

ぶ私にとって、日本語でレポートを書くことは大変ですが、友

達が教えてくれたり、情報交換したりできるため、思った以上

にスムーズに学習を進めることができています。今では日本

語学習を恐れることはまったくないと自信を持っています！ 
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