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�い国�的�野で

理想の未来を



プログラム

�たちのビジョン

��は「�い国�的�野を持ち、��的な知識と技�を

�え、��⼒と⾏動⼒を発揮し、理想の未来を�る�材の

�成」を⽬指しており、現在、正�⽣だけでも42ヵ国・
地域からの550�を超える留�⽣が甲�のキャンパスで�
んでいます。

また、��の提�⼤�から�期留�⽣も受け�れており、

�年�20か国・地域から60�を超える留�⽣を受け�れ
ています。

Ability to create an ideal future
Application of creativity and enterprise

A board international perspective
Immediately applicable 

knowledge and skills

About our program

About YGU

YGUキャンパス内で⾃然な“グローバル体験”

We aim to provide a natural global experience 
on the YGU campus

現在、��⼤�として 5 �� 5 �科を有する�梨��⼤�。
���が��した��ある授業、地域��に�ざした研�活

動など、未来に��する幅�い�びを�得できる��が�っ

ています。

�い��率、スポーツ�野への貢�が�に有�です。

YGU
Special�Movie

https://www.cscd.osaka-u.ac.jp/user/rosaldo/060517knowlege.html


Tokyo�---�Yamanashi

Discover Yamanashi

⼭梨県は東京都に隣接し、⾸都圏へのアクセスが

良好です。また、国内⽣産量第1位の果物（桃・葡萄
など）や、新鮮で味わい深い野菜など、⾷の楽しみも

年間を通して充実しています。

そして、何と⾔っても、⼭梨県と⾔えば、素晴らしい

⾃然に恵まれ、2013年にユネスコによって世界遺産
として認定された�富⼠⼭”で有名です。

スキー、登⼭、トレッキング、温泉、ワイナリー、歴

史的寺院や神社など、四季を通じて楽しむことができ

ます。

Welcome to Yamanashi!
No. 1 Healthy Life Expectancy in Japan

Low living cost (5th in Japan)

Japan's longest daylight hours

1 2
3 4

Yamanashi Prefecture is the No. 1 fruit producer in Japan
and has a wide variety of fruits to enjoy throughout the
year.
Yamanashi is a popular travel destination for a hot spring
getaway. YGU is located only one train station away from
the popular hot springs district, Isawa.
There are numerous vineyards in Yamanashi, Throughout
the year, there are many festivals celebrating grapes and
wine production held all over the prefecture.
 Fuji Q Highland: amusement park in the foothills of Fuji,
there are many “world's best” attraction
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YAMANASHI

Tokyo

Yamanashi

90mins

山梨の魅力

YAMANASHI�Model

©渡辺航（週刊少年チャンピオン）∕弱⾍ペダル製作委員会

©あfろ・芳⽂社∕野外活動委員会

© FUJIKYUKO CO.,LTD.&FUJIKYU HIGHLAND.
Here are some of the anime that are set in, filmed in, or modeled after

Yamanashi Prefecture! Speaking of Yamanashi Prefecture, there are many      
works set in and around the 

World Heritage Site of Mt. Fuji. 
Whether you are a local or not, 

why don't you learn more about 
the charms of Yamanashi 

 from anime?
有�なアニメの中にも、�梨�が��

になっている作品が��くあるのを

ご�知ですか��に、�界��・�⼠�の周�を

��とする作品がたくさん制作されています�

アニメを�して、�梨�の�⼒をもっと�じてみませんか�

日照時間の長さ 日本一（甲府市）

家賃の安さ 全国 5 位

日本が世界に誇る“健康寿命”が長い県

東京やレジャーも身近に
Tokyo and leisure are close at hand.



⼭梨Discovery
「女�の�」での�業体�、

�内Home Stay体�、
フィールド�査�果のSNS発�、
漫�やアニメの��の�地��

Agriculture�experience�in�the��Goddess�Forest�,
Home�Stay�experience�in�the�prefecture
Field�research�and�SNS�transmission

Tour�of�sacred�manga�sites

Global Talk
⽇���⽣、�内の��員、

地域の�々とのGlobal Talk（���）
Global�Talk�(roundtable�discussion)�with
Japanese�student,�faculty�staff�and�

local�staff

Teaching Assistant体�
❝English FunDay❞のリーダー、
国��流イベントのアシスタント

English�FunDay�leader,�and
Assistant�for�international�exchange�events

⽣け花、茶道、着物、空⼿、

剣道などの体験型イベント、

アニメ・漫画ワークショップなど

 2022年度の短期留学⽣プログラムでは、グローバルラーニングセンターの提供す

る⽇本語科⽬の他、法学部及び経営学部の様々な科⽬を履修することができます。

 ・法学部の提供する科⽬では、

�  法学を中⼼に社会の仕組みを知り、深く考える⼒を養い、国際社会における⽇

本社会について学ぶことができます。

� ・経営学部の提供する科⽬では、

��  経営学や経済学をはじめ、マーケティング、簿記会計、情報など、社会が必

要とする専⾨知識について学ぶことができます。

 この他、グローバルラーニングセンターの提供する国際共修科⽬では、⽇本⼈学

⽣と交流しながら様々なトピックについて学び合うこともできます。

� 短期留学⽣は、経営学部経営学科に所属します。

Short-term Study Program in YGU

短期留学⽣プログラム

-�社会接続型リベラルアーツ教育�-

Socially Connected 
Liberal Arts Education 

��期間

Period

Class duration 

Arrival date 

Application
start 
Application 
deadline

: 1 year, September 
  to August
: 30 weeks total 
  (2 semesters)/year 
: Around the middle 
  of September 
: End of February 

: April 28

Curriculum Extra-curricular

⽇���理�

- 正�内 -
- 正�� -

日本を学ぶ
将来に繋げる

Learn about Japan
Connect to the future

Understanding�Japanese�Culture

地域����活動

地域の学校訪問による⾃国紹介事業や⼦どもとの交

流事業、地域の祭事への参加、⾒学、体験活動など

Community-based�activities

Visit�local�schools�to�introduce�your�own�country,�interact�with�children,
participate�in�local�festivals,�tours,�and�hands-on�activities

Hands-on�events�such�as�flower�arrangement,�tea�ceremony,

kimono,�karate,�kendo,��anime�and�manga�workshops

  ⽇��のスキルアップが期待できるだけでなく、

⽇�の�情を理�し、これからの��で�当に�に立つ

⼒を�につける�しいカリキュラム。

 Not only can you expect to improve your Japanese
language skills, but you will also gain a better
understanding of the realities of Japan. 
 A new curriculum to acquire skills that will be truly
useful in the future society.

期間

授業�� 
�国時期

申�受付開�

申�受付�切

�1年間、9⽉ – 8⽉
�年30�（2�期制）
�9⽉中旬
�2⽉末
�4⽉28⽇

Academic Calendar  

 In addition to the Japanese language courses offered by the Global Learning Center,
the 2022 Short-Term Study Program in YGU allows students to take a variety of courses
offered by the Departments of Law and Business Administration.

・In the courses offered by the Department of Law:
   Students will be able to learn about the structure of society with a focus on law,
develop the ability to think deeply, and learn about Japanese society in the
international community.

 ・In the courses offered by the Department of Business Administration:
   Students can learn about business administration, economics, marketing,
bookkeeping, accounting, information, and other specialized knowledge required by
society.

 In addition, international co-curricular courses offered by the Global Learning Center
allow students to interact with Japanese students and learn about a variety of topics.

  Short-term international students will belong to the Department of 
Business Administration, Faculty of Business Administration.



ALEKSEI�IVANOV
国籍�ロシア 2017年9⽉��

Dormitory

Womenʼs�Dormitory�

⼥⼦学⽣寮

Menʼs�Dormitory�

男⼦学⽣寮

7��て、⼤�場･
コインシャワールーム・コインランド

リー（共同）、�輪場、

メールボックス、フリーWi-Fi

 
 

�６畳(フローリング)・冷暖�･
個�トイレ

- 留�⽣寮 -

 
 (⼀���）

�6畳(フローリング)・
冷暖�   

2��て、ラウンジ・トイレ・シャワール
ーム・コインランドリー（共同）、

ラウンジ内フリーWi-Fi、�輪場

Each room is roughly 10m²
 with wood flooring, an air conditioner and private

toilet

Seven-story building. 
Bathing areas, coin-operated showers, 
coin-operated laundry (shared).
Mailbox, bicycle parking lots and
 free Wi-Fi.

Each room is roughly 10 m² 
(not including the kitchen and closet),

 with wood flooring with an air conditioner
 

Two-story building.
A lounge, lavatories, and a shower room, coin-operated 
laundry (shared), 
and bicycle parking lots. 
Free Wi-Fi in the lounge room.

Facility
- 設備 -

Room
- 部屋仕様(備品等) -

Room
- 部屋仕様(備品等) -

Facility
- 設備 -

Student Voice

A day of YGU student

- �⽣の声 -

NGUYEN�NHU�HIEU
国籍：ベトナム 2016年9⽉⼊学

PUTSON�APINYA
国籍：タイ 2019年9⽉⼊学

⼀��しかった思い�は、ベトナム�の

�⽣たちとベトナム料理ブースを�した

ことです。フォーや揚げ��きを売ったり、

お��にベトナムについて��することで、⾃�の国をさらに

�りに思うようになりました。また、���では、⼤�のゼミ

やクラブの活動を⾒たり、体�したりしました。�梨��⼤�

への留�は、�にとってチャレンジでもあり、喜びでもありま

した。この１年間で、国��流センターの先⽣�、ベトナム�

が上⼿な⽇��の先⽣、ベトナムが⼤�きな⽇��の友�とも

��えて、�まで�上に⾃�に⾃�を持つことが�来ました。

⼭梨学院⼤学の留学プログラムはとても

良かったです。�授業は全部⾯⽩く、⽇本語
だけではなく、様々な分野について、たく

さん学びました。特に、経済学と経済政策

はとても楽しく、勉強になりました。

各教室は設備が完備されていて、授業がとても楽で便利でし

た。世界各国から来た学⽣と友達にもなりました。たとえば、

中国・韓国・インドネシア・アメリカ・ウズベキスタンなどで

す。⽇本⼈の友達もたくさん作りました。国際交流センターが

⾏ったイベントは全部⾯⽩くて楽しかったです。料理に関係の

あるイベントや信⽞公祭りや旅⾏など、どれもとても印象深

く、今でも思い出として⼼に残っています。きっと⼀⽣忘れら

れないと思います。

⼭梨学院⼤学の授業は⾯⽩くて、役に⽴ち

ます。授業の中に意⾒交換をする機会がた

くさんあるからです。⽇本に来る前、私は

⾃分の意⾒を⾔うことが苦⼿でした。しかし、授業のおかげ

で、今は意⾒を⾔うことが楽しく、好きになりました。また、

「国際教養セミナーC」の授業では、国際シニアサッカー⼤会の
学⽣通訳ボランティアをしました。そこで、タイから来た選⼿

の通訳をしたことはとてもいい経験になりました。⽇本⼈だけ

ではなく、外国⼈の友達もできました。皆さんと⼀緒に⽇本語

を勉強して、異⽂化交流をして、⾊々なことが学べました。

YGU �⽣の１⽇

※変更の可能性あり

【午前の授業】
授業の合間に...
図書館（読書/予習復習/⽂献や参考資料検索）

【昼⾷】 
①⾷堂で友達と

②持参したお弁当を学内のラウンジで

【イベント】
English�FunDay/�Hang�Out
英語で留学⽣や友達と交流

【午後の授業】
授業の合間に...
Seeds/40号館コンピューター室
（レポート作成、アニメ/映画鑑賞、宿題）

【⾃由時間】
アルバイト/サークル活動�

9:00
〜

12:00

14:30
〜

18:00

12:00
〜

13:00

18:00
〜

22:00

13:00
〜

14:00

https://en.wiktionary.org/wiki/m%C2%B2
https://en.wiktionary.org/wiki/m%C2%B2


自然なグローバル体験を自然なグローバル体験を

Events all over the year

9月
September

10月
October

11月
November 6月

June
7月
July

The International Exchange Center provides international students with a wide variety of opportunities throughout the year to enjoy and experience Japanese customs and
cultures and to communicate with Japanese students. Most of these events or tours cost from free to around 2,000 yen.

 国��流センターでは年間を�じ、留�⽣のみなさんに⽇���を体�してもらったり、⽇���⽣との�流を�しんでもらうイベントやツアーを⽤�しています。���は�

料から2,000円�度のものがほとんどです。

Exchange students bus tour
留�⽣�流バスツアー

Samurai battle of 
Kawanakajima

川中��戦戦国��

Experience pottery on a potter's wheel
ろくろ��体�

Tour to 5th station on Fujisan, Oshino Hakkai,
and Robatayaki cuisine

�⼠���⽬・�野��・��焼き料理

Calligraphy with YGES* students
�梨��⼩��の�供たちと書�

Autumn leaves and Shrine visit in Kimono
�物体�と酒���拝、�葉の不⽼�

Tsumami-zaiku, 
one of Japanese traditional craft

つまみ�⼯体�

Tanabata Festival
七⼣まつり



CONTACTS�連絡先

2-4-5 SAKAORI, KOFU CITY, 
YAMANASHI, JAPAN

YAMANASHI GAKUIN UNIVERSITY
INTERNATIONAL EXCHANGE CENTER

〒400-8575
TEL. +81-55-224-1330

E-mail: yg-international@c2c.ac.jp

https://www.ygu.ac.jp/international/

@yguinternational

https://www.facebook.com//yguinternationalcenter

We�are�waiting�for�you�in�YGU!

国際交流センター

「⽇本語サポートデスク」とは、留学⽣が⽇本語の質問をしたり、⼤学⽣活

に関する相談をしたりできる授業外の⽀援システムです。

授業ではたくさんの学⽣がいて質問・相談しにくいことも、「⽇本語サポー

トデスク」では、⼀対⼀でじっくり話すことができます。

「⽇本語サポートデスク」には、GLC（グローバルラーニングセンター）⽇
本語教員による専⾨的サポートがあります。 

授業で直接、確認できないことを質問・相談する場として、「⽇本語サポー

トデスク」を活⽤してください。

Fully support your stay in Japan

⽇��サポートデスク
One-to-One�support

Japanese�Language�Support�Desk

The Japanese Language Support Desk is a support system outside the classroom
where international students can ask questions and consult about university life.
"The Japanese Language Support Desk offers professional support from GLC
Japanese language instructors. 
Please use the Japanese Language Support Desk as a place to ask questions and
discuss matters that cannot be confirmed directly at the classroom.

在留⼿�き（ビザ）・奨�金・イベント・

⽣活��に�する�問など、何でもご相�したい場�は、

お気軽に国��流センターにお�しください�

International��staff
ベトナム、インドネシア、

⾹�、中国からのスタッフがいます。

上���はもちろん、英�での��も可�です。

国��流センターは留�⽣のみなさんが快�な�⽣⽣活

を�ることができるよう、留�⽣の�援をしています。

ぜひ気軽にお立ち�りください。

Support

International Exchange Center

⽇本語の質問、単位履修の相談、

課題・レポートの推敲、学習⽬標・

計画の助⾔、進路の相談など

�

�員による

専⾨的サポート
 Professional�support�from�faculty

Japanese language questions, credit counseling, 
revision of assignments and reports, 

advice on study goals and plans, career counseling, etc. 

tel:0552241330

