
２０２０－２０２１部局間学生交流協定校　留学情報 2020/9/11

Nomination
〆切

申込書提出
〆切

芸工内応募
〆切

芸工内応募方法

Autmn term
Orientation: 2020/8/31-9/4
PeriodⅠ-2020/9/7-10/23
PeriodⅡ-2020/10/26-12/11

要
（同右）

2020
3/15～4/15

3/15

Spring term
PeriodⅢ-2021/1/11-2/26
PeriodⅣ-2021/3/1-4-16
periodⅤ-2021/4/19-6/4

要
（同右）

2020
9/15～10/15

9/15

（※2020-2021の情報なし）
Fall ｓemeter 2019
Arrival date 2019/8/26
2019/9/2-2020/1/31

要 2020/5/15 4/15
松隈先生へメールで申込み
(kuma@design.kyushu-u.ac.jp)

Spring semester 2020
Arrival date 2020/2/3
2020/2/3-7/10

要 2020/10/15 4/15
松隈先生へメールで申込み
(kuma@design.kyushu-u.ac.jp)

Autumn Semester
＜ICTのみ(CMDは秋学期なし)＞
2020/8/31-2021/1/29
＊学部2～4年対象プログラム、
programming skills are required

ICT：要
CMD：-

ICT：
2020/4/15
CMD：-

3/31

Spring Semester

ICT：2021/2/1-7/3
CMD：2021/2月-7月

ICT：要
CMD：要

ICT：
2020/10/15
CMD：未定(2019
年は10/9)

9/15

Fall semester
9月-1月末

6月末
(2ヶ月前までに

は)
3月 -

Spring Semester
2月-6月末

11月末
(2ヶ月前までに

は)
12月 -

1st semester
the first week of Sepember - the
end of January
（9月-1月末）

要
(申請〆切の1
週間前まで)

4/15
(3/1申請開始)

3/15
松隈先生へメールで申込み
(kuma@design.kyushu-u.ac.jp)

2nd semester
the first week of February - the
end of June
（2月-6月末）

要
(申請〆切の1
週間前まで)

10/1
（8/15申請開始）
※2ndは英語のプロ

グラムなし

-
2ndは基本的
に申請なし

松隈先生へメールで申込み
(kuma@design.kyushu-u.ac.jp)

Winter Semster
2020/10月-2021/2月

要 6/1 5/1
池田先生へメールで申込み
(ikeda@design.kyushu-u.ac.jp)

Summer semester
2021/4月-7月

要 12/1 11/1
池田先生へメールで申込み
(ikeda@design.kyushu-u.ac.jp)

Winter Semester
2020/10/1～オリエン
2020/10/19-2021/2/12
＋EXAM（3月初めまで）

要 5/1 4/15
池田先生へメールで申込み
(ikeda@design.kyushu-u.ac.jp)

（※2021年分未定）
Summer Semester
2020/3/2～オリエン・Intensive
German classes
2020/4/2-7/3
＋EXAM（7月末まで）

要 11/1 10/1
池田先生へメールで申込み
(ikeda@design.kyushu-u.ac.jp)

WINTER semeter
2020/9/28-2021/2/12

要 4/1-5/1 3/15
池田先生へメールで申込み
(ikeda@design.kyushu-u.ac.jp)

Summer semester
2021/3/29-7/23

要 10/1-11/1 9/15
池田先生へメールで申込み
(ikeda@design.kyushu-u.ac.jp)

ヨ
ー

ロ
ッ
パ

希望留学期間（半年or1年）と志望動
機､英語能力(自己評価、あればスコ
ア）を400字程度にまとめて、担当の
平井先生へメールで提出してくださ
い。コロナの影響で状況は変わるの
で希望者は必ず締め切りの１ヶ月前
に平井先生まで連絡ください。
(hirai@design.kyushu-u.ac.jp)

平井先生へメールで申込み。コロナ
の影響で状況は変わるので希望者は
必ず締め切りの１ヶ月前に平井先生
まで連絡ください。
(hirai@design.kyushu-u.ac.jp)

Faculty of Digital Media
and Creative Industries

 Hogeschool van Amsterdam

英語（語学）レベル 備考

･SCHOOL OF ARTS, DESIGN AND
ARCHTECTURE

地
域

大 学 名 協定書上の名称 留学可能な学部・学科
交換留学プログラム
Exchange Programs

学期/期間
交流の中心となる部門、

および担当教員
（◎が主担当教員）

教員e-mailアドレス

派遣先大学手続き 2020年度 芸工内手続き

協定
人数

4

HKUユトレヒト芸術大学
　ゲーム＆インタラクション
コース
      (HKU)

HKU Games & Interaction
HKU University of the

Arts Utrecht
(HKU)

･HKU GAMES & INTERACTION
※Games and Interaction at HKU
University of the Arts Utrecht
accepts exchange students in the
spring semester of the second
year.
※Main instruction language is
Dutch, exchange students will be
supervised in English.

The final registration to
courses takes place after you
have arrived, and therefore you
might have to change your study
plan once you start your
studies.

-
学部：フィンラン
ド語
大学院：英語

５名

学内応募は年一回
のみ

５名

a good level of
English is required,
comparable with a
minimum of a level
B2, described in the
CEFR  or IELTS band
6.0.

５名

・デザインストラテジー部門
◎平井先生

平井先生:hirai@

オ
ラ
ン
ダ

2

ＮＨＬ応用科学大学
　コミュニケーション＆マルチ
メディアデザイン学部
        (NHL)

Department of
Communication &

Multimedia Design,
NHL University of Applied

Sciences,
(NHL)

・DEPARTMENT OF COMMUNICATION &
MULTIMEDIA DESIGN

複数あり

・ｺﾝﾃﾝﾂ・ｸﾘｴｰﾃｨﾌﾞﾃﾞｻﾞｲﾝ部門
◎松隈先生、牛尼先生

・デザインストラテジー部門
平井先生

松隈先生:kuma@
牛尼先生:ushiama@
平井先生:hirai@

3
-
1

アムステルダム応用科学大学
（AUAS/HvA)
　デジタルメディア、クリエイ
ティブインダストリー学部

Exchange program area
・Fashion(AMFI)
・ICT
・Media Design(CMD)
・Media and Communication(MIC)

芸工の学生の留学先は、CMD/ICTお
よびDSS(Digital Society School)
･Communication and Multimedia
Design (CMD) ：Spring Termのみ
開講、DT&D(Design Thinking and
Doing),UxD(Use Experience
Design)
･ICT：Programing中心…芸情

・CMD：IELTS 6.0,
TOEFL iBT 80 or
equivalent

・ICT: 記載なし

Fashionは選考レ
ベルが非常に高
い。
MICは、ジャーナ
リスト向けでライ
ティングスキルが
必要

・デザインストラテジー部門
◎平井先生

・ｺﾝﾃﾝﾂ・ｸﾘｴｰﾃｨﾌﾞﾃﾞｻﾞｲﾝ部門
松隈先生、牛尼先生

平井先生:hirai@
松隈先生:kuma@
牛尼先生：ushiama@

3
-
2

アムステルダム応用科学大学
　Digital Society School

（上記ICTの一部）
・Digital Society School

芸工プログラム：デザインアクロ
スカルチャー（授業）年2回
　　　　秋　　9月～1月
　　　　春　　2月～6月
※DSSと共同で行うプログラム有り

平井先生・稲村先生が開催する説明
会へ参加する、もしくは平井先生・
稲村先生へメールで申し込み。コロ
ナの影響で状況は変わるので希望者
は必ず締め切りの１ヶ月前に平井先
生まで連絡ください
(hirai@design.kyushu-u.ac.jp、
inamura@design.kyushu-u.ac.jp)

英語面接あり - 平井先生:hirai@

In general exchange
possibilities are available in
the 2nd and 3rd year of the
study programme. Available
courses are outlined by school.
※(2017) Game and Interaction
Exchange Program (English)
starts in September.

-

交換留学生向けの
英語のプログラム
は1st semesterの
み。2nd semester
はオランダ語。

４名

・ｺﾝﾃﾝﾂ・ｸﾘｴｰﾃｨﾌﾞﾃﾞｻﾞｲﾝ部門
◎松隈先生、牛尼先生

・デザインストラテジー部門
平井先生

松隈先生:kuma@
牛尼先生：ushiama@
平井先生:hirai@

・デザインストラテジー部門
◎平井先生

５名

【デザイン学部】
・ﾃﾞｻﾞｲﾝｽﾄﾗﾃｼﾞｰ部門
◎池田先生、平井先生
・ｺﾝﾃﾝﾂ・ｸﾘｴｰﾃｨﾌﾞﾃﾞｻﾞｲﾝ部門
伊原先生

【建築学部】
・環境ﾃﾞｻﾞｲﾝ部門
◎田上先生

・ｺﾝﾃﾝﾂ・ｸﾘｴｰﾃｨﾌﾞﾃﾞｻﾞｲﾝ部門
伊原先生
・ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝﾃﾞｻﾞｲﾝ科学部門
中村（美）先生
・ﾃﾞｻﾞｲﾝｽﾄﾗﾃｼﾞｰ部門
◎池田先生

伊原先生：ihara@
中村先生：mia@
池田先生：ikeda@

5
カールスルーエ造形大学
    (HfG karlsruhe)

 State University of Arts
and Design Karlsruhe (HfG

karlsruhe), GERMANY
　( Die Staatliche

Hochschule für Gestaltung
Karlsruhe - HfG )

The study regulations allow
a one-time flexibility in
building and combining their
own individual curriculum.

申請時にLanguage
certificatesが必要

※Recommended: proof
of a English
proficiency which
corresponds to B1.

- ４名

池田先生：ikeda@
平井先生:hirai@
伊原先生：ihara@
田上先生：tanoue@d

7
複
数

ケルン応用科学大学
　文化学部　(TH  Köln)

Faculty of Cultural
Sciences, cologne

University of Applied
Sciences, Germany

⇒Technische Hochschule K
öln(as of September 1,

2015)

・Faculty of Cultural Sciences
  comprises the three
Institutes;
CICS,  KISD(Koln International
School of Design),  CGL

【KISD】
Based on your given
information we will create
your personal study program.
You will be able to choose
out of our 12 areas of
expertise.

申請時にLanguage
certificatesが必要

池田先生：ikeda@
平井先生:hirai@
伊原先生：ihara@

ダルムシュタット科学技術大学
(h_da)
　デザイン学部、建築学科

The Faculty of Design and
Department of

Architecture, Hochschule
Darmstadt, University of

Applied Sciences,

・THE FACULTY OF DESIGN
・DEPARTMENT OF ARCHITECTUR

HPに詳細の記載はないが、
コースの選択は自由

ド
イ
ツ

申請時にLanguage
certificatesが必要

-
6
複
数

- ２名

フ
ィ

ン
ラ
ン
ド

1
複
数

アールト大学
　アート・デザイン・建築学部

School of Arts, Design
and Architecture
Aalto University

・デザインストラテジー部門
◎池田先生、平井先生
・ｺﾝﾃﾝﾂ・ｸﾘｴｰﾃｨﾌﾞﾃﾞｻﾞｲﾝ部門
伊原先生
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Nomination
〆切

申込書提出
〆切

芸工内応募
〆切

芸工内応募方法
英語（語学）レベル 備考

地
域

大 学 名 協定書上の名称 留学可能な学部・学科
交換留学プログラム
Exchange Programs

学期/期間
交流の中心となる部門、

および担当教員
（◎が主担当教員）

教員e-mailアドレス

派遣先大学手続き 2020年度 芸工内手続き

協定
人数

・AREA : Architecture and Town
Plannning

Winter (1st) semeter
2020/9/28-2021/1/30
Intensive French courses：2020/9/1-
Orientation：2020/9/14-18
Welcome meetings：2020/9/17-9/25

要
(5/4) 2020/5/20 2/16

井上（朝）先生に、留学計画書
（A4pdf×１枚）をメール添付で送
付。面接時に語学力証明書とポート
フォリオ持参のこと。（t-
inoue@design.kyushu-u.ac.jp）

(九大: Architecture, Town
plannning and Landscape)

Summer (2nd) semester
2021/3/1-7/3
Intensive French courses：2021/2/8-
Welcome meetings：2021/2/24-2/25

要
(10/30) 2020/11/13 10/12 同上

Autumn semester
9月～2月
＊各学期開始前のWelcome weekに、
intensive French courseあり

要 2020/5/20 4/20
村木先生へメールで申込み
(muraki@design.kyushu-u.ac.jp)

Spring semester
2月～6月

要 2020/11/18 10/18
村木先生へメールで申込み
(muraki@design.kyushu-u.ac.jp)

<Faculty of Eng. and Archi>
1st semester
2020/9/21-12/12
catch-up activities：2020/12/14-18
examination period：2021/1/4-30

要
4/15 5/15 随時

学生係へ申し出てください。
（gkggakusei@jimu.kyushu-u.ac.jp)

<Faculty of Eng. and Archi>
2nd semester
2021/2/8-5/15
catch-up activities：2021/5/17-19
examination period：2021/5/25-6/25

要
10/15 11/15 随時

学生係へ申し出てください。
（gkggakusei@jimu.kyushu-u.ac.jp)

1st semester
2020/9/14-12/23
Exams sessions：2021/1/11-2/20
※学科ごとのｽｹｼﾞｭｰﾙ要確認

要
(※申請後)

4/1-5/15 4/10
竹之内先生へメールで申込み
（ktake@design.kyushu-u.ac.jp）

2nd SEMESTER:
2021/2/22-6/4
Exams sessions：2021/6/10-7/31
※学科ごとのｽｹｼﾞｭｰﾙ要確認

要
(※申請後) 10/1-11/15 10/10

竹之内先生へメールで申込み
（ktake@design.kyushu-u.ac.jp）

Fall semester（Term 1）
9月-12月

要 2月下旬

Spring semester（Term 2）
2月-6月

要
2月下旬
(年に１回)

Fall semester
9月-1月
(2018年のものが最新）

要

Spring semester
2月-6月
(2018年のものが最新）

要

Fall ｓemeter
(HPには英文表記なし）

HP記載なし HP記載なし

Spring semester
(HPには英文表記なし）

HP記載なし HP記載なし

Semester 1 (Fall)
2020/8/11-12/4

要
3/15 3/1- 3/30 2月末

2018年秋入学より開始
伊原先生へメールで申込み
(ihara@design.kyushu-u.ac.jp)

Semester 2 (Spring)
2021/1/11-5/7

要
9/15 9/1- 9/30 9/10

伊原先生へメールで申込み
(ihara@design.kyushu-u.ac.jp)

ヨ
ー

ロ
ッ
パ

ア
ジ
ア

随時
谷先生へメール
(tani@design.kyushu-u.ac.jp)で申
込み

-

イタリア語検定は
大きく2種類
・実用イタリア語
検定（福岡で受験
できるのでおすす
め）
・イタリア語能力
検定試験PLIDA
（東京のみ）

HP記載あり

 

申請時にLanguage
certificatesの提出
が必要
※CEF B2-level or
higher （TOEFL等で
の基準スコアはHPに
記載あり）

修士レベル
例外として、3
年終了までに
180ECTS以上を
持っている4年
生は可

２月中旬
頃

(年に１回)

･FACULTY OF ARCHITECTURE AND
DESIGN
･FACULTY OF FINE ARTS
･GRADUATE SCHOOL OF FINE ARTS

交換留学HP記載なし

申請時にLanguage
certificates提出

申込みは年に1回
のみ

フ
ラ
ン
ス

フ
ラ
ン
ス

8
国立パリ・ラ・ヴィレット・建
築大学　(ENSAPLV)

Ecole Nationale
Superieure d'Architecture

de Paris la Villette
(ENSAPLV)

HP記載あり

Industrial Engineering,
Mechanical, Computer
Sciences or Energy.
(Exchange Student の項目のみ
英文HPあり)

ベルフォール・モンベリヤール
工科大学　(UTBM)

9
複
数

Universite de Technologie
de Belfort-Montbeliard,

FRANCE
(UTBM)

ボルドー建築景観
学院（大学間協
定）の学内申請締
切は例年8月中
旬。

２名

５名-

2~3ヶ月の短期留
学が可能（要調
整）。留学開始時
期は9月or2月の学
期開始時期に合わ
せる必要あり。単
位認定は不可。

※フランス語の語学
力証明書の提出が必
要（申請時点でのレ
ベルが分かるもの）

A minimum B1 level
in French abilities
is strongly
recommended

井上(朝)先生：t-
inoue@
岩元先生：iwamoto@
田上先生：tanoue@
鵜飼先生：ukai@
谷先生：tani@

村木先生：muraki@
綿貫先生：watanuki@
樋口先生：higu-s@

イ
タ
リ
ア

11
ミラノ工科大学
（POLITECNICO)

ト
ル
コ

12
アナドル大学
　美術学部
　美術大学院

Faculty of Architecture
and Design, faculty of
fine Arts, and Graduate

School of Fine Arts
 Anadolu University,

 TURKEY

HP記載なし

学内申請時、イタリ
ア語検定に合格して
いることが条件。レ
ベルは問わない。
（ミラノ工科大学と
の取り決め）

The Politecnico Di
Milano, Italy

・School of Design

HP記載なし
池田先生へメールで申込み
(ikeda@design.kyushu-u.ac.jp)

・環境デザイン部門
◎谷先生

・ﾃﾞｻﾞｲﾝｽﾄﾗﾃｼﾞｰ部門
◎池田先生、平井先生

・環境ﾃﾞｻﾞｲﾝ部門
田上先生

５名

・ﾃﾞｻﾞｲﾝｽﾄﾗﾃｼﾞｰ部門
◎池田先生、平井先生

・環境ﾃﾞｻﾞｲﾝ部門
田上先生

申請時にLanguage
certificatesの提出
※IELTS: a minimum
of 6.0 for the
Writing sub-test
TOEFL: a minimum
of 570 (paper) or
90 (internet) or
237 (computer)

Semester 1が12月
に終了するため、
就活や口頭試験の
前に帰国が可能。
※2021年はSpring
(1-6月)は中止、
Fall（8-12月）
から実施予定。

２名

５名

５名

バン
グラ
デ

シュ

14
バングラデシュ工科大学(BUET)
　建築・計画学部

Faculty of Architecture
and Planning

Bangladesh University of
Engineering and

Technology BANGLADESH

･FACULTY OF ARCHITECTURE AND
PLANNING

・ｺﾝﾃﾝﾂ・ｸﾘｴｰﾃｨﾌﾞﾃﾞｻﾞｲﾝ部門
◎伊原先生、松隈先生

- ５名

シ
ン
ガ
ポ
ー

ル

15

ナンヤン工科大学　（NTU）
　人文芸術社会科学カレッジ
　（アート・デザイン・メディ
ア学部）
　
中国語：南洋理工大学

College of Humanities,
Arts, and Social Sciences
of Nanyang Technological

University

School of Art, Design and
Media

ベ
ル
ギ
ー

【School of Art, Design and
Media】
HPに交換留学生が履修可否の科
目リスト有

10
複
数

ヘント大学
 芸術・哲学部、工学・建築学
部、政治・社会科学部
（複数部局間協定・文学部主
管）

・Faculty of Arts and Philosophy
・Faculty of Engineering and
Architecture
･Faculty of Political and Social
Science

Ghent University Faculty
of Arts and Philosophy
Faculty of Engineering
and Architecture and

Faculty of Political and
Social Sciences

・デザイン人間科学部門
◎レメイン先生

・デザイン人間科学部門
◎村木先生、綿貫先生、樋口先
生

・環境デザイン部門
◎井上（朝）先生、岩元先生、
田上先生、鵜飼先生、谷先生

谷先生：tani@

・ｺﾝﾃﾝﾂ・ｸﾘｴｰﾃｨﾌﾞﾃﾞｻﾞｲﾝ部門
◎竹之内先生、米村先生

竹之内先生：ktake@
米村先生：yonemura@

池田先生：ikeda@
平井先生：hirai@
田上先生：tanoue@

レメイン先生：remijn@３名

伊原先生：ihara@
松隈先生:kuma@

2月- 3月
(年に１回)

ト
ル
コ

13
エスキシェル工科大学
　建築・デザイン学部

Eskisehir Technical
University, TURKEY

・Faculty of Architecture
and Design

HP記載なし
池田先生：ikeda@
平井先生：hirai@
田上先生：tanoue@

２月中旬
頃

(年に１回)

池田先生へメールで申込み
(ikeda@design.kyushu-u.ac.jp)

申請時にLanguage
certificates提出

申込みは年に1回
のみ
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Nomination
〆切

申込書提出
〆切

芸工内応募
〆切

芸工内応募方法
英語（語学）レベル 備考

地
域

大 学 名 協定書上の名称 留学可能な学部・学科
交換留学プログラム
Exchange Programs

学期/期間
交流の中心となる部門、

および担当教員
（◎が主担当教員）

教員e-mailアドレス

派遣先大学手続き 2020年度 芸工内手続き

協定
人数

First semester
7月初旬～1月初旬

? ？

Second semester
1月初旬～6月中旬

? ？

Fall Semester
2020/9月初旬-2021/1月中旬

要
Nomination

List

3/15-6/15
（2020年度実績）

4/15
杉本先生へメールで申込み
(sugimoto@design.kyushu-u.ac.jp)

Spring semester
2021/2月下旬-6月下旬

要
Nomination

List

10/15-12/15
（2020年度実績）

10/15
2018年春入学より開始
杉本先生へメールで申込み
(sugimoto@design.kyushu-u.ac.jp)

HPに英文表記なし
Fall:

要 6月中旬 4/13
2018年春入学より開始
杉本先生へメールで申込み
(sugimoto@design.kyushu-u.ac.jp)

HPに英文表記なし
Spring:

要 2020/11/16 10/15
2018年春入学より開始
杉本先生へメールで申込み
(sugimoto@design.kyushu-u.ac.jp)

Fall ｓemeter
2020/9月-2021/1月

要：Online
4/1-4/15 4/1- 4/30 3/30

井上朝雄先生へメールで申込み
(t-inoue@design.kyushu-u.ac.jp)

Spring semester
2021/2月-2021/6月

要：Online
10/1-10/15 10/1- 10/30 10/15

井上朝雄先生へメールで申込み
(t-inoue@design.kyushu-u.ac.jp)

Fall ｓemeter
 (Entrance in September)
2020/9月-2021/1月

2020/5/30 4/25
（昨年度）

田上先生へメールで申込み
(tanoue@design.kyushu-u.ac.jp)

Spring semester
 (Entrance in February)
2021/2月-2021/7月

2020/11/30 10/30
（昨年度）

田上先生へメールで申込み
(tanoue@design.kyushu-u.ac.jp)

Fall ｓemeter
2020/9月中旬- 2021/1月中旬

要
4/1(nominatio

n sheet
online)

2020/4/10 3/16
田村先生へメールで申込み
(tamura@design.kyushu-u.ac.jp)

Spring semester
2021/2月中旬-6月下旬

要
10/1(nominati

on sheet
online)

2020/10/15 9/30
田村先生へメールで申込み
(tamura@design.kyushu-u.ac.jp)

Fall Semester（Sep.-Nov.)
2020/8/31-12/18

要 2020/5月中 4/27
樋口先生へメールで申込み
（higu-s@design.kyushu-u.ac.jp）

Winter Session (Dec.-Feb.)
2020/12/28-2021/2/5

要 不明 7月中旬
樋口先生へメールで申込み
（higu-s@design.kyushu-u.ac.jp）

Spring Semester
2020/3/1-6/19

要 2020/11月中 9/30
樋口先生へメールで申込み
（higu-s@design.kyushu-u.ac.jp）

1st　Semester
3月-

2nd　Semester
8月-

-

ア
ジ
ア

要
 Personal

applications
are not
accepted

デザインストラテジー部門
◎杉本先生、曽我部先生

２名・School of Design and Arts HP記載あり
北京理工大学（BIT)
 設計与芸術学院

- -随時
村木先生へメールで申込み
(muraki@design.kyushu-u.ac.jp)

台
湾

國立臺北科技大學
  (Taipe Tech)
設計学院

HP記載なし

学部3年生以
上・修士・博士
を受け入れ

-

申請時にLanguage
certificatesの提出が
必要
※スコアではなく、在
籍大学の証明書でも可
（IELTS≧5.5 or
TOFEL≧80）

ハサヌディン大学
　工学部
  (UNHAS)

Faculty of Engineering
Hasanuddin University,

 INDONESIA
・FACULTY OF ENGINEERING

井上先生：t-inoue@
大井先生：oi@
鵜飼先生：ukai@
谷先生：tani@
田上先生：tanoue@

・環境デザイン部門
◎井上（朝）先生、大井先生、
鵜飼先生、谷先生、田上先生、

20 HP記載なし -

・SCHOOL OF DESIGN
Department of Commercial
Design,product Design, Degital
Media Design, Urban Plannning &
Desaster Mgmt, Architecture

・COLLEGE OF DESIGN

・デザインストラテジー部門
◎杉本先生、曽我部先生

・環境デザイン部門
◎田上先生、谷先生、大井先
生、鵜飼先生、井上（朝）先生

- 3名

大学間交流協定
へ移行中

５名

２名

School of Design,
Korea Polytechnic

University

【Planning & Design】
学部、学府それぞれに英語での
授業リスト有

-

※申請時にEnglish
Certificateの提出
が必要

3名
牛尼先生：ushiama@
金先生：dwkim@
藤原先生：keiyo@

・デザイン人間科学部門
◎樋口先生、綿貫先生、村木先
生、平松先生

樋口先生：higu-s@
綿貫先生：watanuki@
村木先生：muraki@
平松先生：chihiro@

田上先生：tanoue@
谷先生：tani@
大井先生：oi@
鵜飼先生：ukai@
井上先生：t-inoue@

Department of Design23
英語のプログラムはKPU
International Summer School
（８月に２週間程度）のみ

学部のみ

５名
蔚山科学技術大学校
　デザイン及び人間工学部
    (UNIST)

中
国

韓
国

22
複
数

２名

韓国産業技術大学校 (KPU)
　デザイン学部

イ
ン
ド
ネ
シ
ア

16
複
数

-

17

大連理工大学（DUT)
　建築芸術学部

School of Architecture
and Fine Art,

Dalian University of
Technology

銘傳大学(MCU)
設計学院

HP詳細記載なし
We encourage you to meet
with the exchange
coordinator at your home
insutitution in order to
learn more about the
specific details of the
program.

18

５名HP記載なし

-

School of Design and
Arts,

Beijing Institute of
Technology

School of Design and
Human Engineering , Ulsan
National　Institute of
Science and Technology,

REPUBLIC OF KOREA

学部：2専攻
・Industrial design (ID)
・Human and Systems
Engineering(HSE)
学府：１専攻
・Creative Design Engineering
School

School of Design
Ming Chuan University

TAIWAN

19

College of Design,
National Taipei

University of Technology
TAIWAN

不明
Summer School詳細は
5～6月頃に通知がある

随時
牛尼先生へメールで申込み
(ushiama@design.kyushu-u.ac.jp)

Be proficient in
English or Chinese

・デザイン人間科学部門
◎村木先生

・ｺﾝﾃﾝﾂ・ｸﾘｴｰﾃｨﾌﾞﾃﾞｻﾞｲﾝ部門
◎牛尼先生、金大雄先生
・環境デザイン部門
藤原先生

杉本先生：sugimoto@
曽我部先生：sogabe@

・ﾃﾞｻﾞｲﾝｽﾄﾗﾃｼﾞｰ部門
◎田村先生
・ｺﾝﾃﾝﾂ・ｸﾘｴｰﾃｨﾌﾞﾃﾞｻﾞｲﾝ部門
伊原先生、鶴野先生
・環境ﾃﾞｻﾞｲﾝ部門　田上先生

田村先生：tamura@
伊原先生：ihara@
鶴野先生：tsuruno@
田上先生：tanoue@

村木先生：muraki@

杉本先生：sugimoto@
曽我部先生：sogabe@

台
湾

-

21
國立成功大学 (NCKU)
　計画デザイン学部

・College of Planning and
Design
学部および学府

College of Planning and
Design,

National Cheng Kung
University

HP記載なし（Exchange
Studentsのページなし
English course:①Mechanical
design, manufacturing and
aoutomation②Civil
Engineering
③Chemical Engineering and
Technology


