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Keywords 

課題発掘、課題解決、国際コミュニケーション 
ability to identify problem, problem-solving abilities, International 
communication 

 

◆授業の主題／Topic 

アジア各国における環境問題の現状を知る。 

To understand environmental issue in Asian countries 
 

◆授業の目標／Objective 

アジア各国に出向き、講義、見学、現地の学生を交えたグループワークなどを行う。事前事後を含めた一

連の研修を通じ、自らの見聞に基づいて相互の環境問題を理解し、課題を発掘する能力、解決しうる技術等

を考える力を育成させる。現地の大学生と英語にディスカッションを行うことにより、国際コミュニケーシ

ョ ン能力を向上させる。  

To understand environmental problems in a visited country; to improve your ability to identify tasks 

and to propose environmental technology and management in order to solve the identified problems in 

cooperation with your multinational teammates; to boost your English communication ability through 

discussion 

 

◆学生の学習目標／Achievements 

1. 研修先の環境問題を理解する。  

2. その環境問題を解決しうる技術を提案できる。  

3. 英語での議論を通じて国際コミュニケーション能力を身につける。  

1. You will be able to understand environmental problems in a visited country.  

2. You will be able to propose technology to solve the problem.  

3. You will be able to use English language to express your idea and to discuss with foreign 

students.  
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◆授業の概要／Outline 

担当教員、現地受け入れ教員との話し合いにより決定。 

Outline will be fixed by discussion with professors in visited country. 

 

◆成績評価の方法／Grading Method 

現地での受講態度、レポート、成果報告会での報告などで、総合的に評価する。 

The grade is judged as a whole including of attendance behavior，report and presentation. 

 

◆テキスト・参考書・教材等／Teaching Materials 

なし  

None 

 

◆その他履修上の注意事項や学習上の助言／Others 

研修期間は所定の様式を使い、報告書を書くこと。研修終了後に、海外研修の報告会を行う。また、年度

末に報告書を作成する。  

Reports will be assigned during Overseas training. Report forms will be given by faculty.  

You will have presentation and a report after Overseas training finishes. 

 

◆オフィスアワー等（学生からの質問への対応方法等）／Consultation Time 

なし  

None 

 

◆履修条件／Prerequisites 

なし  

None 

 

◆関連科目／Related Courses 

環境技術地域研修，環境技術企業研修（インターンシップ） 

 

◆カリキュラムの中の位置づけ（関連科目，履修条件等 ）／Relations with the Other Courses in the Curriculum 

なし  

None 

 

◆特記事項／Special note 

なし  

None 
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