
 

 

 

1. 2021 年度生の選抜審査を行いました 
 

2021 年 10 月に予備教育履修生として

受け入れる Kyoto iUP 生の選抜審査は、

昨年 11 月に出願受付を開始し、コロナ禍

のなか前回を 100 名以上上回る、482 名

から出願がありました。これらの者に対し

て書面審査・面接審査を実施、27 名に合

格をオファーしました。2021 年 5 月を期

限として入学意思確認を行っています。 

 

2021 年度生選抜実績          2020 年度生選抜実績 

出願者数：482 名 （45 の国地域） ← 366 名 （40 の国地域） 

面接者数：62 名 （18 の国地域） ← 51 名 （16 の国地域） 

合格者数：27 名 （14 の国地域） ← 22 名 （9 の国地域） 

（インドネシア、カンボジア、シンガポール、タイ、フィリピン/アメリカ、ベトナム、 

マレーシア、ミャンマー、モンゴル、韓国、台湾、中国、香港） 

 

 

2. 2020 年度生が京都大学入学式に 

参加しました 
 

2020 年 10 月に予備教育履修生とし

て受け入れた 15 名は、全員が学部入

学のための試験に合格し、希望の学部

学科に入学することができました。

2021 年 4 月 7 日に開催された入学

式では晴れやかな笑顔を見せてくれ、

その後の入学手続や新入生ガイダン

スにも、同じ学部学科に入学する日本

人学生と一緒に参加しました。 

いよいよこれから京大生としての学

生生活が始まります。予備教育で見せ

てくれた素晴らしい才能を、学部でも

存分に発揮してくれることを願って

います。 
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すべての受験者にオンラインで 

面接審査を実施 

入学式を終えた 15 名の Kyoto iUP 生たち 

（撮影時のみマスクを外しています） 



3. 2020 年度生 予備教育課程修了式を 

開催しました 
 

2021 年 3 月 30 日に予備教育課程修了式を開催しました。コロナ

ウイルス感染症対策として、今回は会場参加者とオンライン参加者と

を分け、ハイブリッドスタイルでの実施となりました。平島 教育担当

理事の祝辞、宮川 国際高等教育院長の挨拶と修了証授与、長谷部 プ

ログラムマネージャーの激励に加え、Kyoto iUP 生たちが日本語レベ

ル別にグループに分かれて、それぞれ日本語学習の成果を発表しまし

た。予備教育の思い出を語ったり、日本語で創作漫才を披露したりと、

大幅に向上した日本語を駆使した素晴らしい発表で、大いに会場を沸

かせました。また、既に学部課程に進学している Kyoto iUP 生たち

が、温かいビデオメッセージで祝福してくれました。 

 

2020 年 10 月、コロナ禍の只中に始まった予備教育課程は、最初は

ほとんどの学生が渡日できず厳しいスタートとなりましたが、学生た

ちは対面授業とオンライン授業とを組み合わせたハイブリッドスタ

イルの授業に適応し、精力的に学修に励みました。幸い、12 月まで

にはすべての学生が渡日・隔離を終え、京都大学百万遍国際交流会館

に入寮することができました。 

 

平島 教育担当理事の祝辞 

宮川 国際高等教育院長から修了証授与 

長谷部 プログラムマネージャーから激励の言葉 

15 名の予備教育履修生たち 

予備教育の学習成果を日本語で発表 先輩たちからのビデオメッセージ 



4. オンラインによる広報・リクルート活動

の取組実績 
 

コロナ禍での広報・リクルート活動として、2020 年度は下表のとお

り、23 のオンラインイベントを実施し、1,100 名を超える学生・保

護者・高校教員らにアプローチすることができました。2021 年度も

様々なオンラインイベントを行いながら、Kyoto iUP ウェブサイト、

Youtube、Instagram などのコンテンツを一層充実させていきます。 

 

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 6 

7/20（月） 台湾 建国高校オンライン教員懇談会 3 

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 
4 

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 

10/26（月） 台湾 師範大学附属高校オンラインセミナー 32 

10/27（火） 台湾 建国高校オンラインセミナー 30 

11/1（日） タイ マヒドン高校オンラインセミナー 22 

11/6（金） 台湾 台北第一女子高校オンラインセミナー 20 

11/6（金） タイ 
KVIS オンラインセミナー 

（京都大学 ASEAN 拠点への協力） 
14 

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 
48 

11/9（月） 全世界 独自オンラインセミナー 150 

合 計 1,104 

 

 

オンラインセミナー実施本部の様子 

セミナーは Zoom 又は Meet で実施 

高校の教室に集まってセミナーを視聴 

独自オンラインセミナーには 

100 名を超える参加者 



5. 日本語春期講習を実施しました 
 

日本語から離れる期間をなくし、速やかな能力の向上を図るため、日

本語春期講習を実施しました。1，2 月は学部入学試験対策期間と位

置づけ、各予備教育履修生の進学する学部に応じた日本語能力の強化

を行いました。3 月は文法、読解、作文、聴解、会話、口頭表現など

様々なスキルの向上を図る講義に加えて、文化体験として書道・和綴

じ・マンガに取り組みました。オンラインではありながら、学生たち

は寮の自室に材料を準備して各体験に取り組み、慣れない作業に戸惑

いつつも一生懸命作品を作り上げました。その過程で培われた生きた

日本語が、今後の学修の糧となることを期待しています。 

 

6. 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。 

 
Asian Foundation for International Scholarship Interchange Kyoto iUP Scholarship 

1990 年、日本とアジア各国との国際交流と友好親善に寄与すること

を目的として、故川口静氏の遺産の一部の拠出を受ける形で設立され

た、一般財団法人アジア国際交流奨学財団からの奨学金です。 

 

Kyoto iUP 留学生の声 Vol.2 
PUTRI, Jean Keiko 農学部地域環境工学科 1 回生（インドネシア） 
 

私は来日前から日本語の勉強を始めていましたが、レポートを書くこ

とはまだまだ難しく、予備教育課程の日本語授業で学んだ様々なスキ

ルがとても役立っています。 

Kyoto iUP は少しハードなプログラムかもしれませんが、自分から行

動しなければ、得られるものは何もありません。これから Kyoto iUP

を志す学生達には、とにかくチャレンジしてみて！と伝えたいです。 
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