
 

 
 
 

1. 模擬国連会議全米大会で最優秀大使団

賞を受賞しました 
 

Kyoto iUP 留学生の周雨臻（Chou, Yu-Chen、法学部 2 回生）が

2021 年模擬国連会議全米大会に日本代表団の一員として参加し、最

優秀大使団賞（Outstanding Delegation Award）及び優れたポジ

ションペーパー執筆者に贈られる Outstanding Position Paper 賞

を受賞しました。日本代表団で

唯一の留学生として、言語の壁

やプレッシャーなどの困難に直

面しながらも、多様な価値観を

持つ仲間との出会い、リサーチ

や議論を重ね得られた気づきを

通して、大きく成長できたよう

です。仲間と掴んだ栄光が、彼女

の今後を明るく照らすものであ

るように、これからの頑張りに

も期待したいと思います。 

 

2. 2021 年度生予備教育課程開講式を開催

しました 
 

2021 年 10 月からの予備教育開始に先立ち、9 月 29 日に開講式を

開催しました。2021 年度生は 17 名で、その出身国・地域はインド

ネシア、カンボジア、シンガポール、タイ、ベトナム、マレーシア、

ミャンマー、モンゴル、韓国、台湾、香港と、より多様性に富んだ顔

ぶれとなりました。 

コロナ禍でほとんどの予備教育履修生がまだ渡

日できていなかったため、開講式は Zoom によ

るオンライン開催となりました。初めに、平島 教

育担当理事から歓迎の挨拶を行い、続いて宮川 

国際高等教育院長が、卓越した研究を生み出して

きた京都大学の特色を、地理的背景も交えながら

プレゼンテーションしました。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挨拶を

行った後、予備教育履修生が一人ずつ個性溢れる

自己紹介を行いました。これから始まる大学生活

への期待に胸を躍らせ、学びへの意欲を高めてい
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17 名の予備教育履修生たち 

宮川 教育院長（左）、平島 教育担当理事（右）からも祝福 



る様子がオンラインでもひしひしと伝わってきました。 

予備教育履修生には少しでも京都大学での学生生活をイメージして

もらうべく、2 本の動画「Kyoto iUP：Virtual Campus Tour at 

Kyoto University」「Kyoto iUP：Life」を視聴してもらいました。こ

れらの動画はYouTubeで公開しておりますので、是非ご覧ください。 

 

3. 2021 年度生の予備教育が始まりました 
 

2021 年度生 17 名に対する予備教育を 10 月 1 日から開始しまし

た。既に渡日している学生とまだ渡日できていない学生の双方に対応

するため、対面授業とオンライン授業を組み合わせたハイブリッドス

タイルの授業を実施しています。日本語能力の集中強化と基礎科目の

補強を図るべく、日本の高校で学習する数学の公式や日本留学試験

（EJU）の過去問を用いた既習調査、日本語プレースメントテストを

事前に行い、各学生の既習範囲や理解度に応じた時間割を作成しまし

た。例によってハードなスケジュールですが、学生はお互いにコミュ

ニケーションを取りながら切磋琢磨しているようです。 

大学では 10 月から対面授業を再開し、キャンパスに活気が戻ってき

ました。一刻も早く全員の渡日が叶いスムーズに対面授業を始められ

るよう、できる限りのサポートをしていきます。 

 

4. 2022 年度生の選抜審査が始まります 
 

2022 年 10 月に予備教育履修生として受け入れる Kyoto iUP 生の

出願受付を 11 月 1 日から開始しました。選抜審査スケジュールは以

下のとおりです。 

 

 出願期間 2021 年 11 月 1 日 ～ 2021 年 12 月 6 日 

 面接審査 2022 年 2 月 28 日 ～ 2022 年 3 月 11 日 

 合格発表 2022 年 4 月 8 日 

 

受入定員数は 20 名⇒25 名と前年度より拡大しました。出願者数は

近年 228 名⇒366 名⇒482 名と増え続けており、これまで出願者

がいなかった国・地域の学生も出願してくれるようになりました。プ

ログラムの認知度が向上していることだけでなく、優秀な出願者が増

え選抜審査のレベルが年々上がっていることも実感しています。今年

度も世界中から志高い学生が出願してくれることを楽しみにしてい

ます。 

 

 

感染対策は万全に 

数学の授業を受ける予備教育履修生 

  

Kyoto iUP       

     YouTube チャンネル 

 



 

5. オンラインによる広報・リクルート活動

を進めています 
 

2021 年度も現地渡航を伴わないオンラインによる広報・リクルート

活動を展開しています。5 月から 10 月まで計 25 回のオンラインセ

ミナーを通じ、9,700 名超の学生・保護者・高校教員に Kyoto iUP

の紹介を行いました。オンラインでの情報収集・情報提供が広く普及

した今、より訴求力の高いセミナーにすべく改善を重ねるとともに、

海外に事業拠点を持つ大学や教育機関とも連携しながら広報を進め

てきました。 

ウェブサイトや SNS のコンテンツも拡充しています。9 月には、VR

を活用し、まるでキャンパスを散策しているかのような体験ができる

サイト"Kyoto University 360゜Virtual Campus Tour"を公開し

ました。遠く離れた海外の高校生、コロナ禍で渡日できない多くの留

学生にキャンパスの雰囲気を感じてもらえたら幸いです。 

 

これまでの活動実績 

 

6,200 名に配信した JST オンライン大学訪問 

学校の教室に集まってセミナー参加する高校生 

高校教員とも意見交換 

今後ドローン映像も追加予定 

こちらからご覧になれます⇒ 



 

6. 日本語夏期講習を実施しました 
 

8 月末から 9 月中旬にかけて夏期講習を実施しました。学生のレベル

に合わせた授業や会話教室で日本語の 4 技能を強化するとともに、漫

才、華道、俳句、書道といった文化体験を通して、日本語を使う楽し

さ、日本文化に息づく精神を感じてもらいました。俳句の時間には、

学生が「最近笑ったこと」を題材にしてユーモアと情感たっぷりの句

を作り発表しました。知っている日本語の中から、自分の伝えたいこ

とを最も的確に表してくれる言葉を選び紡ぎ出す作業は、学生にとっ

て新鮮な体験で、日本語学習に対するモチベーションをより高める機

会になったことでしょう。これを活かし、速やかな日本語能力の向上

に努めてもらいたいと思います。 

 

 

Kyoto iUP 留学生の声 Vol.3 
KONGCHU, Natthanan 理学部理学科 1 回生（タイ） 
 

来日時初級レベルだった私の日本語能力は、週に約 10 コマ（15 時

間）の授業とたくさんの宿題をこなすことで、急激にレベルアップし

ました！日本語の勉強は本当に大変ですが、日常会話が理解できるよ

うになって、日本での生活が楽になりました。勉強が分からないとき

や宿題ができないときに、助け合える友達がいるのは心強いです。 
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