
春季海外フィールドスタディツアー派遣学⽣の募集 
（全学部 1-3 年⽣対象） 

タイの熱帯林で森と⼈とのかかわりを学ぶ！ 
協定校カセサート⼤学林学部と学⽣交流！ 

  

   
 

平成 25 年度（第 8 回） 
宇都宮⼤学-タイ・カセサート⼤学林学部国際連携森林科学野外実習 

UU-KUFF Joint Forest Science Field Study Tour in Thailand 2014 
（主催：宇都宮⼤学、主管：農学部森林科学科 

事業⽀援：宇都宮⼤学国際連携教育⽀援事業、⽇本学⽣⽀援機構） 
 

「タイの森林資源管理・利⽤と環境保全の共存に関する 
⼤学間国際連携野外実習」 

派遣学⽣（対象：全学部 1-3 年⽣）の募集 
実施期間（予定）: 2014 年 3 ⽉ 2 ⽇（⽇）〜9 ⽇（⽇） 

申込締切: 2014 年 1 ⽉ 7 ⽇（⽕） 
募集⼈数：10 名、参加者費⽤：50,000 円程度 

参加申込書を配布中、宇⼤ＨＰからもダウンロード可能 
申込書配布、申込先：留学⽣・国際交流課（ミニストップ２階） 

TEL：028-649-5100 
実習内容問い合わせ先：森林科学科事務室 
（農学部北棟 1 階）TEL:028-649-5544 



平成 25 年 12 月 6 日 

全学部学生 殿 
農学部森林科学科 
学科長 執印康裕 

 

平成 25 年度（第 8 回） 

宇都宮大学-タイ・カセサート大学林学部 

国際連携森林科学野外実習 

UU-KUFF Joint Forest Science Field Study Tour in Thailand 2014 

（主催：宇都宮大学、主管：農学部森林科学科 

事業支援：宇都宮大学国際連携教育支援事業、日本学生支援機構） 

 

「タイの森林資源管理・利用と環境保全の共存に関する 
大学間国際連携野外実習」 

派遣学部学生（対象:全学部 1-3 年生）の募集について 

 

 平成 25 年度（第 8 回）宇都宮大学-タイ・カセサート大学林学部国際連携森林科学

野外実習「森林資源管理・利用と環境保全の共存に関する大学間国際連携野外実

習」を、別紙要領のように企画いたしました。 

本事業は、タイの熱帯林の森林資源管理と環境保全の共存に関心ある全部学生

（対象学年１－３年生）を対象に参加学生を募集し、実習地のタイへ選抜派遣するもの

です。本実習ではタイ・カセサート大学林学部が実施する野外実習にも参加しながら、

タイの山地の熱帯林で森林・林業・林産業や森林と人とのかかわりについての科学的

な理解、森林分野での諸課題の議論を通じた情報共有、さらにこの分野の専門英語

によるコミュニケーション能力の向上ならびに両大学間の交流をはかることを主たる目

的とします。本事業へのご理解と熱意ある派遣候補学生への応募をお願いいたしま

す。 

 

申込先：留学生・国際交流課 

TEL:028-649-5100 

 実習内容問い合わせ先：森林科学科事務室 

 TEL：028-649-5544 

 

 



平成 25 年度（第 8 回） 

宇都宮大学-タイ・カセサート大学林学部国際連携森林科学野外実習 

UU-KUFF Joint Forest Science Field Study Tour in Thailand 2014 

（主催：宇都宮大学、主管：農学部森林科学科、 

事業支援：宇都宮大学国際連携教育支援事業、日本学生支援機構） 

「タイの森林資源管理・利用と環境保全の共存に関する大学間国際連携野外実習」 

実施要領 

 

実施期間：2014 年 3 月 2 日（日）～9 日（日）（7 泊 8 日（現地実習７日間）） 

 

実習地と内容： 

第 1 日：チェンマイ市内ナイトバザールでの森林資源利用・取引 

第 2 日：熱帯山地林の国立公園管理と最高峰ドイインタノン山登頂 

第 3 日：山地民村落と王室プロジェクト 

第 4 日：ゾウによる木材搬出と住民参加型森林管理 

第 5 日：チーク林業・林産業（育種センター、造林地、製材所） 

第６日：カセサート大学林学部（バンコク）（学部長表敬訪問、最終報告会・修了式、学

生交流会） 

第７日：バンコク市内の都市林、林産物の利用・取引、週末市場など 

(ただし、タイ国内情勢によりコース変更する場合があります) 

宿泊場所：ゲストハウス、カセサート大学林学部・野外実習キャンプ地の各宿泊

施設 

 

引率者：教員２名、TA２名 計４名 

 

主催：宇都宮大学、主管：農学部森林科学科、連携機関：タイ国カセサート大学林学

部（大学間交流協定締結校）、事業支援：日本学生支援機構（平成 25 年度留学生交

流支援制度（ショートビジット））、平成 25 年度宇都宮大学国際連携教育支援事業 

 

事業支援費用：規定の旅費などを支援 

 

参加者負担費用：事業支援費用不足分（50,000 円程度）、個人的費用 
 

 

 

 



出発までの日程： 

募集締切：                   1 月 7 日（火） 

応募者面接：              １月 8, 9 日（火）【pm5:50（9,10 時限後）～】 

実習派遣学生決定：         １月 10 日（水） 

パスポート・参加費 

提出最終締切:              2 月 10 日（月） 

事前学習会：              ２月 10 日（月） （時間未定） 

（現地実習 3 月 2 日～9 日） 

（報告会：4 月上中旬） 

 

留意事項：実習では参加者による英語口頭発表・文化交流が含まれます。現地実

習では山歩きの服装を準備願います。日常会話を含めて英語コミュニケーショ

ン能力向上を積極的におこなってください。 

 

実習派遣候補者選抜要領 

募集対象：宇都宮大学の全学部学部生（対象学年 1-3 年生） 

募集方法：参加希望学生による応募  

募集人数：10 名 

募集要件： 

１）タイ国内の山地の熱帯林の森林資源管理と環境保全との共存、森と人のかかわり

に関心があり積極的な学びに取り組めること、森林分野での諸課題の議論を通じて共

有できること 

２）タイ・カセサート大学の学生と実習を通じた専門・文化コミュニケーションなどに興味

があること 

３）期日（2/10）までにタイ入国に有効なパスポート（残存有効期間６ヶ月以上）を確実

に保持できること（申請から交付までの日数は、土曜・日曜・祝祭日を除く 6 日間必要） 

４）出発前の事前学習会（２月 10 日（月） 時間未定）に出席できること 

５）大学が加入する海外旅行保険条件（健康面など）をクリアーでき、保証人（原則とし

て父母など親族）から参加申込書提出時に本事業への参加の内諾が得られ、候補者

として選抜された後、保証人承諾書を提出できること 

６）帰国後、派遣報告書の提出・報告会（４月上中旬）で発表ができること 

 

候補者選抜方法：実習派遣候補学生は、応募者の参加申込書、学部成績証明書、

TOEIC SCORE 証明書（最新）、面接を総合して決定します。 

 

 



申込方法 

１）提出書類 

参加申込書、学部成績証明書（和文）（コピー）、TOEIC SCORE証明書(最新)（コピ

ー）、また選抜後、パスポート（コピー）（残存有効期限６ヶ月以上のもの、最終提出締

切日2/10）、学部成績証明書（英文）（コピー）、保証人承諾書を提出していただきま

す。 

２）提出方法 

 参加申込書、学部成績証明書（和文）、TOEIC SCORE証明書（最新）を提出。    

提出先：留学生・国際交流課（ミニストップ２階）（TEL:028-649-5100）  

※申請書類、成績証明書などは返却しません。 

実習内容の問合せ先：〒321-8505 宇都宮市峰町350宇都宮大学農学部森林科学

科（峰キャンパス内フランス式庭園南農学部北棟１階）、TEL：028-649-5544 

３）提出期限 

  2014年１月7日（火）（必着） 

４）選考及び結果の通知 

  選考は2014年1月8日（水）, 9日（木）【pm5:50（9,10時限後）～】（日時は後日応募

者に連絡します）に個別面接を実施し、森林科学科が設置する選考委員会で審査し 

１月10日（水）に採否を応募者本人にお知らせします。 

 

タイ・カセサート大学林学部の紹介、本事業の実施経緯について 

 カセサート大学は、首都バンコク市内に位置し、1943 年設立、12 学部、学部学生約

15,000 名、教職員約 5,300 名を擁するタイで最も古く大きな農業関係学部を主とする

総合大学です。林学部もその中の１つで、タイ唯一の林学に関する高等教育機関で

す。宇都宮大学とは 1993 年に大学間交流協定が締結され、その後学生の留学交流

を主体におこなわれてきました。現在の林学部長は東京農工大学連合大学院博士課

程の修了生です。これまでの農学部森林科学科との交流実績は 2006 年 3 月宇都宮

大学農学部森林科学科教員がカセサート大学を訪問し、2007 年 1 月にはカセサート

大学林学部から学生３名教員１名が宇都宮大学を実習のため初めて訪問しました。そ

の後、毎年交代で相互交流が行われており、今年度で８回を迎えました。 

 

 

 

 

 

 

 



宇都宮大学―タイ・カセサート大学林学部国際連携森林科学野外実習 2014 

Utsunomiya University and KUFF Joint Forest Science Field Study Tour in Thailand 2014 

参加申込書 Application Form 

 

１：提出先：留学生・国際交流課（TEL 028-649-5100） 

２：提出締切日：2014 年１月 7 日（火） 

３：提出書類：派遣申込書、学部成績証明書（和文）、TOEIC SCORE 証明書（最新） 

４：この申込書は本実習の連携機関タイ・カセサート大学林学部へ送付されます 

Please return with certified academic record to: Division of International student and Exchange 

 

STUDENT APPLICANTS INFORMATION （English）（英語で記入のこと） 

 

Name(Japanese):＿＿＿＿＿＿＿＿, Family Name(Japanese):_______________________ 

Name(Passport):___________________,Family Name(Passport):_____________________＿ 

Student ID:_______________, Faculty:______________, Department:___________________, 

Year Grade: 1,  2,  3 

Birth Date: Day:______, Month:______, Year:______, Male/Female:________＿＿ 

Contact Address:______________________________________________________________ 

Telephone:＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿, E-mail:________________________________ 

Passport No.:_______________________, Date of Expiration:________/_______/_________ 

 

Language spoken (Indicate your English ability from level 1 to 5): 

Speaking: Excellent  5 4 3 2 1  Beginner,  Writing:   Excellent   5 4 3 2 1  Beginner 

Listening: Excellent  5 4 3 2 1  Beginner,  Reading:  Excellent   5 4 3 2 1  Beginner 

TOEIC score:＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

Other Certificate for English ability:＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

Indicate other language ability:＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

 

Indicate any extracurricular interests/strengths you may have: 

Athletics: list sport(s):_________________________________________________________ 

Fine and Performing Arts: list area(s):____________________________________________ 

Music: specify instruments(s):__________________________________________________ 

Other interests:_______________________________________________________________ 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

 

面接希望日（いずれかに○）：      1 月 8 日（pm 5:50-）       1 月 9 日（pm5:50-） 



Please indicate why you are interesting in joining this program. (Student’s writing only) 

（Japanese and English） 
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＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
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＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
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＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
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＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
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Guarantor (Parents etc.) Information 

Name(Japanese):＿＿＿＿＿＿＿＿、Family Name(Japanese):___________________＿ 

Name:_________________________＿、Family Name:_____________________＿＿＿＿ 

Male/Female:_____________________ 

Contact Address:__________________________________________________________＿＿ 

Telephone:________________________＿＿、E-mail:_____________________________＿ 

Permit from guarantor:   YES   NO 

              __________________________ 

Student signature 



＜派遣候補学生提出用＞             （保証人控）（本人控）（主催者控） 
 

               平成 25 年 12 月 6 日 
派遣候補学生保証人 殿 
 
 

タイにおける宇都宮大-カセサート大林学部 
国際連携森林科学野外実習への参加承諾について 

 
 
                              宇都宮大学森林科学科 
                              学科長  執印康裕 
 
 このたび、貴殿が保証人になっております宇都宮大学学生が、表記タイでの海外実習へ
の参加を希望されています。 
 つきましては、本実習中に生じた傷害・疾病に備えて、宇都宮大学の負担で下記内容の
海外旅行保険に加入致します。もとより実習は万全の注意を払って遂行されますが、仮に
予期せぬ事態が生じて参加学生本人に何らかの障害等が生じました場合でも、当大学、担
当教員、引率者と致しましては、この保険で支払われる以外の補償は致しかねます。学生
本人が海外実習に参加するにあたり、この点を保証人である貴殿に了解いただきたく、予
めご通知致します。 
 なお、これ以上の補償内容をご希望の場合は、学生自身による海外旅行保険のご加入を
お勧めいたします。 

 
記 
 

   日 程：２０１４年３月２日～２０１４年３月９日 
   実習地：タイ国内 
   目 的：タイにおける宇都宮大学―タイ・カセサート大学林学部 

           国際連携森林科学野外実習 2014 

 

   保険内容：傷害時 死亡・後遺障害 3000 万円 
治療費用      500 万円 

        疾病時 死亡   1500 万円 
治療費用         300   万円 

     救援者費用         500 万円 
 

死亡保険金受取人：法定相続人 
保険料支払い者：宇都宮大学 
 

 
国際連携森林科学野外実習参加承諾書 

 
私は、上記内容を了承の上で海外実習への参加を希望し、万一事故があった場合も、大学、
担当教員および引率者に対して、上記内容の保険で支払われる以外の補償は請求いたしま
せん。 
 
                         年   月   日 
 

（参加学生本人署名）            印 
 
私は、上記内容を了承の上、      が海外調査に参加することを承諾し、万一事故
があった場合も、大学、担当教員および引率者に対して、上記内容の保険で支払われる以
外の補償は請求いたしません。 
                          年   月   日 
 

（保証人署名）            印 


