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今日の説明事項 

０．AIMS（エイムス）とは・・・ 

１．農工大生のAIMS大学への派遣 

２．AIMS大学から農工大への受入 

 

３．2014年AIMS海外学生派遣プログラムの概要 

４．応募・選考 

５．TOEFL ITPテスト 

６．農学部連携大学の紹介 

７．海外短期派遣プログラム成果発表会のお知らせ 

８．農学部問い合わせ先 
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AIMS Program とは？ 

(ASEAN International Mobility for Student 

Program) 

 

農工大AIMSプログラムとは？  

 

東京農工大学 
茨城大学 

首都大学東京 

タイ 
インドネシア 
マレーシア 

【７大学 ８機関】 

交換留学 
 
 
協働教育 



 東京農工大学、茨城大学、首都大学東京の知を結集し、農業・工業・食料科学・地域づくりをテーマ
に、これらの諸課題にアプローチする協働教育を、AIMS大学とともに実施。 

 また、協働教育と学生相互のサポートを通じて、教育研究のグローバル化と学生・教職員のモビリティ
の活性化を図り、ASEANにおける開発・成長、自然と人間社会の共存を図るためのプラットフォームを
構築し、環境に配慮できるグローバル人材を育成。 

【求める人材像】 

・ASEANの諸課題の背景を十分理解し、解決方法を提案できる思考力と説得力を持ち、解決するため
の強い意思と実行力を備えた人材を育成。 

・国際的に通用する理工系の専門知識と技術を用いた調査力、企画立案力、研究力、技術力、コンサ
ルタント力などの複数の専門性を有する人材を育成。 

・学生同士の相互のサポート関係を構築（バディを形成）することで、プログラム終了後も継続した情報
交換を行う学生間のネットワークを構築。日本とASEANの架け橋となりうる人材を育成。 

東京農工大学 
茨城大学 

首都大学東京 

タイ 
インドネシア 
マレーシア 

【７大学 ８機関】 

派遣 

受入れ 

協働教育 
学生同士の 
相互サポート 

〔バディを形成〕 
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大学院 
 
 
 
 

3～4年次 
 
 

2年次 
 
 

1年次 

AIMS大学での単位取得を目的と
した1セメスターの留学 
（3～4年次後期） 

短期間（2週間程度）の海外研修を実
施（プレサマープログラム） 

・英語力強化や、留学生との交流プロ
グラムを実施 
・ASEANの歴史・文化、社会・経済環
境への理解 

ダブルディグリーコースへの進学を促
進 

１．日本人学生の派遣   ◆プログラム期間（～H29年度）を通じた全体のビジョン◆ 

 1年次から英語能力向上のための取組を進めるとともに、ASEAN諸国への理解を深めるため、ASEAN
学を履修。 3～4年次での留学の後は、ダブルディグリーコースへの進学を促進。 
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◆農学部～先端環境農学・食料技術コース 

 

  

ね
ら
い 

～長期的な食料の安定供給を目指す先端農業技術～ 
 ○安全で安心な食料生産技術･･･栽培技術、食の安全、食品科学、水土・農業基盤 
 ○持続的な地域保全技術･･･バイオエネルギーや森林資源、物質循環、農村計画 
 ○植物工場などの先端農業技術に関する実験・フィールド実習・研究 
 ●高付加価値を生む農業食料技術の発展を担う人材の育成 

概
要
・
特
徴 

経済成長と人口増加を
支える食料供給 

持続的な農業生産技術と環境に配慮した
食料技術の創造 

 

  

ね
ら
い 

◆工学部～環境志向技術革新工学コース 

環境、資源・ 
エネルギー問題 

大都市圏での資源・エネルギーの有効利用・効率改善 
安全安心のための技術開発と付加価値の創出 

 東京農工大学に、以下の2つのコース（専門コース）を設置し、 AIMS大学からの学生を受入れ。プログ
ラム終了後も、継続的に情報交換等を行う学生間のネットワークを構築する。 

２．AIMS大学からの受入れ 
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Buddy制度 
（農工大生
による留学
生サポート） 

の実施 



（１）派遣期間 
 2015年8・9月～2015年12月・2016年1月（予定） 
※ガイダンス、事前教育を４～８月に予定 

 
（２）派遣先と派遣人数 
  農学部より8～9名程度 
マレーシア・プトラ大学（マレーシア） 
ボゴール農科大学（インドネシア） 
ガジャ・マダ大学（インドネシア） 
カセサート大学（タイ） 
フィリピン大学ロスバニョス校（フィリピン）（調整中） 
ハノイ農科大学（ベトナム）（調整中） 
 ノンラム大学（ベトナム）（調整中） 
 

３．2015年度 AIMSセメスター派遣プログラムの概要 
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各大学 
１～２名 



（３）派遣内容 
単位取得（最低12単位）を目的とする派遣先大学で
の科目受講⇒農工大での単位互換・単位認定 

派遣先国の社会・文化体験、派遣先大学学生との
交流 等 
 

（４）派遣費用 
渡航費（航空運賃）を大学が手配・負担 
派遣期間中、奨学金（月額7万円）を支給 
※必要経費（パスポート申請・査証・保険・予防接種
に係る費用、現地での宿舎、国内・現地での移動、
現地での書籍・文房具等、飲食費（朝・昼・夕）、土
産代など）のうち奨学金額を超えるものは自己負担 

３．2015年度 AIMSセメスター派遣プログラムの概要 
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○ガイダンス 
○留学の心構え・異文化理
解・日本理解・留学生交流
等 

○東南アジア事情・地誌 
○英語語学研修 

〈事前学習〉4月～8月 

○派遣先大学での専門
科目等の履修、単位取
得（最低12単位） 

○現地社会・文化体験 

〈留学〉8・9月～12・1月  

○ふりかえりワークショップ 
○成果発表会 
 派遣国での体験や成果
を、ワークショップ等でふ
りかえり教員や他の学生
へ発表 

〈事後学習〉 ２月頃 

◆派遣スケジュール（予定） 

※派遣先大学での受講科目につ
いては、各学部・学科の必修科
目・選択必修科目等を考慮し、
学科教員・AIMSプログラムコー
ディネーター、現地教員と相談
しながら、学生本人が自ら選
択・確定 
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帰国後は、次年度以降に受け入れる
AIMS学生のBUDDYとして、日本での
生活や勉学をサポート 

派遣先の学生とともに学びながら、現地
でのサポートを受ける 



AIMS海外学生派遣プログラムのメリット 

 本学教職員による事前視察 
• 受講できる専門科目リスト、地域の安全性、現地サポート体制 

   
 充実した事前・事後教育＆相談体制 

• 渡航準備 
• 心構え（学業や生活上の抱負と課題、異文化理解等） 
• トラブル対処法（危機管理） 
• ASEAN事情、英語力支援 
• 個別相談 

 
 単位互換・認定 

• 農工大単位としての互換・認定のサポート 

 
 奨学金留学 

• 渡航費＋月額7万円支給   

３．2014 AIMS海外学生派遣プログラムの概要 



応募資格 
 
 農学部：3、4年次（共同獣医学科については、5年次） 
 

 英語力 
 TOEFL（iBT） 61点以上 
 TOEFL（PBT） 500点以上（ITPテスト含む） 
 IELTS 5.0以上 

 

 GPAが2.5以上（平成26年度まで） 
 

 平成26年4月～8月に実施する事前学習（ガイダンス、留学の心構え、日
本理解、異文化理解、東南アジア事情・地誌に関する研修、英語語学研
修等）に参加できること 
 

 受入の留学生とともに学びながら授業・フィールドワークをサポートし、日本
での生活などを助け合う「バディ制度」に協力すること 
 

※学科の教育委員の先生に事前に了承を得ること。 
※上記の基準を下回る学生でも、応募することができますが、その場合、大学
として経済的な支援（渡航費の負担、奨学金の支給）はできません。 

４．応募・選考 
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応募書類 
 

 申請書 
 英語力を証明出来るもの（コピー可） 
 パスポートコピー（既に取得している場合のみ） 
 
  

選考スケジュール 
 

 締  切：２０１５年１月２３日（金） 
 提 出 先：農学部教務係 
 選  考： 

 １次選考（書面審査） 
• 合格発表は1月29日（木）頃を予定 

 ２次選考（面接審査）：2015年1月31日（土）（予定） 
 結果通知は、２０１５年２月上旬を予定 

４．応募・選考 
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選考基準 
 

 第１次選考：学力、語学力、申請書の内容等から総合的
に評価 

 
 第２次選考：以下の内容に関する質疑応答により、学力・
英語力とともに本プログラムへの理解と意欲、海外派遣プ
ログラム等への参加経験などから、総合的に評価 

 
   (1) 志望動機・抱負 
   (2) プログラムを通しての学習目標 
   (3) 将来の進路希望 
   (4) 国際交流活動への意欲や経験 

４．応募・選考 

13 



 TOEFLを受験したことがない学生、及び、応募資格に掲げる語学力の要件を満
たしていない学生は、12月20日（土）に実施する『TOEFL ITPテスト』を受験し
てください（受験料（3,360円）は自己負担となります）。 
 

《TOEFL ITPテストの申込み》 
 締切  12月4日（木） ※最終締切です！ 
 提出先  農学部 学生支援室教務係 
 提出書類  申込書（農学部WEB掲示板よりダウンロード） 

 上記期日までに受験料3,360円を、申請書に記載されている口座に
振り込んでください。 

 
《TOEFL ITPテストの実施》 

 日時  12月20日（土） 9:00集合 9:30開始 
 場所   ※追って連絡します。 
 結果発表  1月上旬 
 試験時間  約120分 
 内容  リスニング、文法、リーディング 

５．TOEFL ITPテストについて 
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【参考】 
TOEFL/TOEIC/IELTS/英検 スコア換算表（目安） 

５．TOEFL ITPテストについて 

15 ※「TOEFL ITP」のスコアは、原則的には「TOEFL PBT」のスコアと一致。 

テスト TOEFL PBT TOEFL iBT IELTS TOEIC 英検 

スコア 

673-677 120 9 - - 

670 119 8.5 - - 

660～667 117～118 8 - - 

630～657 109～116 7.5 970～990 - 

600～627 100～108 7 870～970 1級 

577～597 90～99 6.5 820～870 - 

550～573 80～89 6 740～820 準1級 

521～549 69～79 5.5 600～740 - 

500～520 61～68 5 550～600 2級 

470～499 52～60 4.5 500～550 - 

450～469 45～51 4 450～490 準2級 

  以下略       



タイ 
カセサート大学 

インドネシア 
ボゴール農科大学 

       ガジャマダ大学 

マレーシア 
マレーシア・プトラ大学 

６．農学部提携大学の紹介 

フィリピン 
   フィリピン大学 
   ロスバニョス校（調整中） 

ベトナム 
       
 
 
 ノンラム大学（調整中） 

ハノイ農科大学（調整中） 



• 1971年、マレーシア農業大学として設立。その後対象領域を広げ 
  1997年マレーシア・プトラ大学と改名。学部学生数１７０００人。 

• 所在地：クアラルンプール（首都）郊外 

• 派遣時期：9～1月 

• 設置学部：農学部・林学部・食品科学工学部・獣医学部・環境学部・理学
部・生命工学部・人類生態学部・工学部・教育学部等、計1６学部 

• 全学部・全科目を英語で開講～派遣学生は自由に選択・履修が可能 

• AIMS短期派遣受入大学 

• 今年度派遣学生３名（農学部、食品科学工学部、環境学部） 
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農学部提携大学：マレーシア・プトラ大学 Universiti Putra Malaysia 



• 1963年設立、学生数25000人 

• 所在地：ボゴール（首都ジャカルタから60ｋｍ） 

• 派遣時期：9～1月 

• 設置学部：農学部・林学部・農業工学部・獣医学部・水産海洋
学部・畜産学部・理学部・経済経営学部・人類生態学部 

• 農学部＆農業工学部食品科学工学科の英語開講科目を履
修（次頁） 

• 今年度派遣学生３名（農学部・農業工学部） 
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農学部提携大学：ボゴール農科大学 Bogor Agricultural University （インドネシア） 
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開講科目一覧（予定） 

Department of Food 
Science and 
Technology, Faculty 
of Agricultural 
Engineering and 
Technology 

 Food Microbiology 

 Basic food biochemsitry 

 Principles of Food Engineering  

 Food Fermentation Technology  

 Food Safety and Sanitation  

 Sensory Evaluation of Foods  

 Characteristics of Food Materials  

 Food Packaging and Storage 

 Functional Foods  

 Food Additives  

Faculty of 
Agriculture 

Fundamentals of Plant Biotechnology 

Post Harvest for Agriculture Crops 

Seed Storage and Seed Testing 

Beverages, Medicinal and Aromatic Crops 

Field Trip (visit agricultural activities and facilities in research institution, company, famers etc.) 

Introduction to Soil Science 

Soil Fertility 

Introduction to Plant Virology 

Biocontrol and Habitat Management 

Integrated Control of Plant Pest and Disease 

Principles of Landscape Architecture 

Plants in the Landscape 

Landscape of Agriculture 

Greenery Open Space 

農学部提携大学：ボゴール農科大学 Bogor Agricultural University （インドネシア） 



開講科目一覧（予定） 

Faculty of 
Agriculture 

 Social Change  

 Crop Physiology 

 Production of Annual Crops 

 Principles of Ecology 

 Principles of Plant Protection  

 Soil Management  
20 

農学部提携大学：ガジャマダ大学 Universitas Gadjah Mada (UGM) （インドネシア） 

• 国内最初の高等教育機関として１９４９年に設立、
学生数５５０００人（国内最大） 

• 所在地：ジョグジャカルタ 
• 派遣時期：9～1月 
• 設置学部：農学部・農業工学部・林学部・畜産学
部・獣医学部・理学部・経済学部・社会政治学部・
地理学部・人文学部等、１８学部 

• 派遣学生は原則的に農学部の英語開講科目（下
記）を履修。 

• 今年度派遣学生２名 



• 1943年タイ初の農学系大学として設立 

• 学生数58000人 

• 所在地：バンコク（首都）郊外（バンケンキャンパス） 

• 設置学部：農学部・林学部・農産業学部・獣医学部・理学部・工学部・人文学
部・経営学部・教育学部など 

• 派遣時期：8月上中旬～1月  ・今年度派遣学生３名 
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農学部提携大学：カセサート大学（タイ） 

• 農学部の英語開講国際プログラム「Tropical 

Agriculture International Program（TAIP）」に参加 

• TAIP科目以外にも他学部（工学部・人文学部・経済

学部・獣医学部等）開講英語科目を履修可能 

• 現在、獣医学科生の派遣を調整中 



＜提携大学教員による説明・相談＞ 
 ボゴール農科大学・ガジャマダ大学：１２月１０日（水）１２～１３
時＠本館２１教室、１３～１５時＠Global Information Office 

 
＜AIMS受入学生による大学紹介・交流＞ 
 マレーシアプトラ大学・ボゴール農科大学・ガジャマダ大学・カセ
サート大学：１２月１５日（木）１２～１３時＠２号館多目的教室 

 
＜農工大教員・帰国学生による説明・相談＞ 
 新規提携大学を含む全大学：１月に予定（詳細決定次第、ウェ
ブ掲示板に掲載します） 
 
 

７．AIMS提携大学に関する説明会について 
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＜AIMS担当教員＞ 
 
プログラムコーディネーター（留学計画全般・派遣先大学等に関する相談） 
 

二ノ宮リム さち 
Global Information Office（農学部本館1階） 
042-367-5920  sachinl@cc.tuat.ac.jp 
※できるだけ事前にアポをとってから来室してください。 
 
AIMS委員（学科の履修要件・履修計画等に関する相談） 
 

生物生産学科：       千年 篤 chitose@cc.tuat.ac.jp  
応用生物科学科：     三浦 豊 eiyouym@cc.tuat.ac.jp 
環境資源科学科：     多羅尾 光徳 tarao@cc.tuat.ac.jp 
地域生態システム学科： 帖佐 直       chosa@cc.tuat.ac.jp 
獣医学科：          林谷 秀樹 eisei@cc.tuat.ac.jp 
 
＜担当事務＞（応募用紙の記入・提出、TOEFL等に関する問い合わせ） 
 

農学部教務係 042-367-5662 akyomu1@cc.tuat.ac.jp 

８．AIMS農学部問い合わせ・相談先 
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