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おすすめスポット
①富岡製糸場

推荐观光景点

①富岡製糸場
　富冈制丝厂

約100km
约100km

画像提供  富岡市

上武大学

①富岡製糸場　富冈制丝厂 

②秋葉原　秋叶原

②秋葉原　秋叶原

③浅草　浅草

③浅草　浅草

群馬県富岡市に設立された、日本初の本格製糸工場。2014年 6月21日、
「富岡製糸場と絹産業遺産群」として世界遺産に正式登録されました。

①富冈制丝厂
群马县富冈市成立的日本第一家正式的制丝工厂。并于 2014 年 6月 21
日，作为“富冈制丝厂和绢产业遗产群”，正式登录为世界遗产。

日本最大级别的电器街。动画与游戏的各种店铺鳞次栉比。以秋叶原电
车站为中心，建有很多综合商业设施，聚集着来自世界各地的观光游客。       

日本最大級の電気街。アニメやゲームのショップも多く立ち並んでいます。秋葉
原駅前を中心に多くの複合ビルが建設され、世界中から観光客が訪れます。

②秋葉原

②秋叶原

古くから浅草寺を中心として栄えた町。昔ながらの下町情緒を色濃く残し、東京の
名所となっています。また、一年を通じてさまざまな行事で賑わいを見せています。

从古代开始，以浅草寺为中心繁荣起来的地区。留有许多曾经的老城风
情，成为东京一景。并且，常年因举办各种民俗活动而热闹非常。

③浅草

③浅草　

検 索

高崎校区

检索具体请参照此处

〒370-1393  群马县高崎市新町270-1
商务信息学部  国际商务学科  TEL:0274-42-2828(总机 )
大学院经营管理研究科 TEL:0274-42-2828(总机 )



　私は中国国内の朝鮮族の中学校、高等学校で学びました。朝鮮族の学校
では中国語、韓国語を母国語として学ぶほか、英語や日本語を学ぶことがで
きます。その中でも、日本の花道、茶道、着物などの日本文化に興味を持ち、
日本語を選択して学びました。さらに、グローバルな世界で活躍できる人間
になるため先進国である日本への留学を決めました。
　私が上武大学を志望した理由は、中国と韓国、日本、三ヶ国の経済につい
て幅広く勉強をしたいと思ったからです。大学で学びながら自分に合った仕
事の情報を得るということも留学の目標の一つです。
　専門の研究以外にも大学の授業では、自分自身の人生を設計する方法な
ども学びました。また、異文化コミュニケーションも重要だと思い、海外研修
にも参加しました。
　留学生活に慣れてからは他の新たな体験をしてみたいと考え、ボランティ
ア活動を通して留学生や在日外国人が日本で安全安心に暮らせるように働
きかけたり、絵手紙サークルの代表となって留学生と日本の方 と々のコミュ
ニケーションの手伝いをしたりしています。　　　
　これからも、一期一会を大切にし、充実した留学生活を送りたいと思います。

　私は上武大学で国際ビジネスについての勉強をしています。ベトナムの大
学在学中には、日本に関する事業を行っている会社でアルバイトを経験した
り、日系企業の部品展覧会に参加をしたこともありました。その中で、将来日
本で働きたい私には日本語、経済知識、日本人のビジネスマナーが必要だと
気づきました。自分の夢を叶えるには日本へ留学し、生活を体験するというこ
とが最短経路だと思い、そのため、大学を卒業してすぐに留学をしました。
　しかし、ベトナムと比べ物価が高い日本への留学は経済的に大変な困難
があります。上武大学は留学生を対象とした学費減免制度や奨学金などで
生活をサポートしてくれ、さらに優秀な留学生は関東地方または群馬県の奨
学金基金への推薦が貰えます。
　また上武大学には 中国、ベトナム、ネパール、韓国、アメリカからの留学生
たちが多いですが、日本人の学生と一緒に学校の活動に参加しながら楽しく
学習しています。
　成功につながる経路は簡単ではありません。特に、海外に留学するのは
「薔薇の道」だと思います。薔薇の刺、困難を乗り越えられるように努力すれ
ば、素晴らしい将来になるはずです。それでは皆さんのことを上武大学で
待っています！

　我出身于中国国内的朝鲜族中学、高中。在朝鲜族学校，以中文、韩语

作为母语学习以外，也可以学习英语和日语。这之中，我特别对日本文

化中的花道、茶道、和服等感兴趣，而选择了学习日语。更加之想要成为

一个国际性人才，而决定去发达国家日本留学。

    我决定考上武大学是因为，我想就中国、韩国、日本三国的经济进行

更广泛的研究。留学的目标之一是，在大学边学习边寻找适合自己的工

作信息。

    除专业研究以外，在大学的课堂中，我还学会了设计自己人生方案的

方法等等。我认为不同文化间交流十分重要，因此参加了海外研修。

    习惯了留学生活后，我想要进行一些新的体验，通过志愿者活动，为

在日留学生，及外国人能够在日本安全、安心的生活而努力。作为绘画

信研究小组的代表，帮助留学生和日本当地居民交流。

    我以后也会珍惜这种一期一会，度过充实的留学生活。

    我在上武大学学习国际经济。在越南上大学时，在与日本有关的公

司中打过工，也参加过日资企业零部件展览会。由此感到对将来想在

日本工作的自己来说，日语、经济知识、日本人的商务礼仪十分重要。

为了实现自己的梦想，去日本留学，体验生活是一条捷径，所以大学毕

业后我马上就留学了。

    但是，去比越南物价高很多的日本留学，经济负担很大。上武大学

支援留学生生活，实行减免学费制度，及提供奖学金等。特别是会把

比较优秀的留学生推荐给关东地区或群马县奖学金基金。

    再有，上武大学有很多来自于中国、越南、尼泊尔、韩国、美国的留学

生，大家同日本学生一起参加学校各类活动，快乐学习。

    通往成功的路径并不容易。特别是去国外留学等于是一条“玫瑰之

路”。努力战胜“玫瑰之刺”，也就是各种困难，必定有美好的未来等着

我们。那么，我在上武大学等着大家。

在学生からメッセ

ベトナム 越南
Do Thi Mai

中国
郑 红梅 

每月所需生活费1か月あたりの生活費

仕送り 
アルバイト 

ネパール 尼泊尔
SHRESTHA ISHWOR LAL

　私は高校生のころから日本語や日本文化への関心がありました。友人と
一緒に日本のアニメを見たり、日本製のPCゲーム（任天堂、SNK、セガ、ソ
ニーなど）をしていました。そのおかげでいくつかの日本語の単語に通じ
るようになり、日本語や日本文化への興味を持ち始めました。その後、高校
の勉強とともに日本語の勉強も開始。異なる文化を探求し、日本の社会
や言語を学ぶため、私は日本の大学に進学することを決めました。
　日本は私にとって全く新しい世界でした。この今までとは全く別の世
界に住むということに大きな不安を感じていました。しかし、先生方は誠
実に、また、家族のようにフレンドリーに学生に対応してくださいますので、
安心して新生活をスタートすることができました。同じ状況にある各国から
の友人達とも気持ちを共有することができています。
　さらに、上武大学では留学生に奨学金を提供し、経済的に困窮してい
る地域の学生を支援するため、毎年様々な奨学金プログラムを行っていま
す。私も留学生として、また、TOEICやTOEFL試験で高得点を獲得し、奨学
金や給付金を受けています。
　卒業後には日本の企業に就職したいと考えています。大学から得られる
知識を活かして、日本とネパールの国際的なビジネス関係を繋ぐ架け橋
になり、日本の助けを借りて、ネパールの経済部門を発展させるという夢を
現実のものにしたいです。

新世界の日本 新世界的日本

収入額

支出額

￥30,000
￥60,000

家賃 
光熱費

携帯電話料金
食費、衣料費など

￥20,000
￥6,000
￥8,000
￥40,000

￥20,000
￥6,000
￥8,000
￥40,000

￥30,000
￥60,000打工收入

汇寄生活费

房租

手机费用

煤电费

伙食费、服装费等

平日のスケジュール 休日のスケジュール 正常工作日时间表 休息日时间表

睡眠時間
23:00～6:30

睡眠時間
23:00～7:00

自由時間
13:00～19:00 アルバイト

8:00～12:00

授業
12:50～16:00

授業
9:00～12:10

朝食、登校
6:30～9:00

朝食、出勤
7:00～8:00

シャワー
22:00～23:00

昼食
12:10～12:50

帰宅、夕食
16:00～20:00

勉強
時間20:00
～22:00

帰宅、夕食
19:00～20:00

勉強時間
20:00～22:00

シャワー
22:00～23:00

昼食
昼食12:00～13:00

睡眠时间
23:00～6:30

睡眠时间
23:00～7:00

自由时间
13:00～19:00

打工时间
8:00～12:00

上课时间
12:50～16:00

上课时间
9:00～12:10

早饭、上学
6:30～9:00

早饭、上班
7:00～8:00

沐浴时间
22:00～23:00

午饭时间
12:10～12:50

回家、晚餐
16:00～20:00

学习时间
20:00～22:00

回家、晚餐
19:00～20:00

学习时间
20:00～22:00

沐浴时间
22:00～23:00

午餐
12:00～13:00

收入金额

ージ 在校生信息

　我从高中开始对日语和日本文化产生兴趣。和朋友一起看日本动

画片，玩日本产的PC游戏（任天堂、SNK、SEGA、索尼等等）。由此，

记住了一些日语单词，开始对日语及日本文化产生兴趣。那之后，边

学习高中课程，边开始学习日语。为了探求不同文化，对日本社会及

语言进行学习，我决定考日本的大学。

    日本对我来说是一个全新的世界。让迄今为止生活在截然不同社

会中的我感到十分不安。但是，老师们非常的真诚，并且像家人一样

对待学生十分友好，使我能够安心的开始新的生活。同样的生活状

态下的来自于其他国家的朋友们，都抱有同样的感觉。

    在此之上，上武大学为留学生提供奖学金，为支援经济比较贫困

地区的学生，每年会有各种各样的奖学金项目。我作为一个留学生，

因在 TOEIC及TOEFL考试中取得高分，而得到奖学金及补贴。

    毕业后，我希望在日本企业就职。活用从大学习得的知识，成为链

接日本和尼泊尔之间国际间经济合作关系的桥梁。借日本之力，实

现尼泊尔经济部门发展的梦想。



ビジネス情報学部
国際ビジネス学科
会計ファイナンスコース／国際ビジネスコース／経営・経済コース

ビジネス情報学部 国際ビジネス学科

国際ビジネスコース
グローバル化された世界に対応できる強靭なビジネス感覚を養成

ビジネス情報学部 国際ビジネス学科

経営・経済コース
地域の中核となって、地域ビジネスや公共を担う人材を育成

ビジネス情報学部 国際ビジネス学科

会計ファイナンスコース
会計ファイナンス分野の実践的な能力を持つ職業人・企業人の育成

商务信息学部 

国际商务学科
会计金融专业 / 国际商务专业 / 经营·经济专业

商务信息学部 　国际商务学科

国际商务专业
铸就能够适应全球化世界的强大商务敏感度

商务信息学部 　国际商务学科

经营·经济专业
培育养成地区中坚型，能够担当地区经济及公共服务的人才

商务信息学部 　国际商务学科

会计金融专业
培养为会计金融领域具备实践能力的专业人才·企业人才

　ビジネスの世界では国際化が進んでおり、大企業だけではなく数多くの地方企業が海外に進出しています。こうした国際化を背景に国際ビジネス学科で
は国際感覚を備えた上で、経営に関する知識、会計、情報関連の知識を身に付け、ビジネスの社会で活躍できる人材の育成を目標にしています。国際ビジネ
スコース、会計ファイナンスコース、経営・経済コースが設けられ、各コースで専門的な知識を学ぶと共に資格も取得することができます。

　国際親善、国際友好は国と国との関係もありますが、本学では個人のレベルで積極的に行いたいと考えています。本学でいろいろな知識を身につけて卒業し
た留学生が、母国に帰ってから種々の分野で日本に好意を持ちながらリーダーとして活躍することを期待しているからです。本学は留学生受入れ年数が
長く、実績もあり、大学院にも留学生が在籍しています。留学生は入学後、個人指導が可能な少人数クラスに属し、クラス担任に学業から生活まできめ細かい
指導を受けることになります。各国からの留学生は上武大学で生き生きと学んでいます。

　经济社会的全球化进程正在不断迈进，不光大公司，一些地方型公司也开始去国外发展。国际商务学科，在这种全球化背景下，以培养

具备国际观感，习得关于经营的知识、会计、情报相关知识，能够活跃于经济社会的人才为目标。设有国际商务专业、会计金融专业、经

营·经济专业，各专业在学习专业知识的同时可以取得相关资格认证。

［上武大学は、海外からの外国人留学生を積極的に受け入れている大学です。］

　在我们学校，国际亲善、国际友好既是指国与国之间的关系，亦是指个人之间积极向上的关系。因为我们期待着在我们大学，习得知识技能

的留学生们，毕业后回到祖国，作为领头人活跃在各行各业中，并对日本持有好感。我们大学招收留学生历史很长，并有实际成绩。在研究生院

中也有在籍留学生。留学生入学后，会被编入到人数较少可以得到个人指导的班级。担当教师会从学业到生活各方面进行细致入微的指导。各

国留学生在上武大学，活泼向上地进行学习。

[上武大学积极招收来自于国外的留学生。]

募集学科　招生学科 (专业 )

留学生サポートシステム

トピック1

トピック2

トピック3

その他の私費留学生向け奨学金も
紹介しています。

留学生授業料減免制度1
①入学金全額（20万円）免除
②授業料60%減免
1年次納入金：約65万円
2～4年の各学年納入金：約60万円

留学生授業料減免制度2
①入学金全額（20万円）免除
②授業料80%減免
1年次納入金：約52万円
2～4年の各学年納入金：約47万円

日本留学試験日本語
（読解、聴解・聴読解）
290点以上取得者

外国人留学生学習奨励費給付制度

4年間の在学期間中
最大約60万円給付（月額約5万円） 

留学生支援系统

特典 1

特典 2

特典 3

也介绍其他面向私费留学生的奖学金。

留学生学费减免制度1
① 免除全额入学金(20万日元)
② 减免学费60%
第1年交纳金额:约65万日元
2～4年级，每年交纳金额：约60万日元

留学生学费减免制度2
① 免除全额入学金(20万日元)
② 减免学费80%
第1年交纳金额:约52万日元
2～4年级，每年交纳金额：约47万日元

日本留学考试日语
(读解、听力·听读解)
取得290分以上者

外国留学生学习奖金补贴制度

4年在学期间
最多补贴60万日元（每月金额约5万日元）



平成29年度（2017年度） 
留学生学費等納入金

平成29年度（2017年度）

留学生学费等交纳金额

①募集学部・学科等

国際交流センター議長

星野 為國

　本学はグローバル化を視野に入れた留
学生の支援策で、外国人留学生を積極的
に受け入れています。入学金や授業料の
減免といった経済的支援の他、留学生に
とって優れた学習環境を提供し、日本人学
生とコミュニケーションを取りながら楽し
く学べるよう日々心がけています。上武大
学で学んだ留学生が日本に好意を抱き、
帰国した後リーダーとして活躍することを
心より期待しています。

日本企業への就職サポート、各種資格支援サポート、
インターンシップ制度 など

学部 学科（キャンパス名） 募集人員 学費減免

ビジネス
情報

国際ビジネス学科
（高崎キャンパス） 20名 あり

②選考方法・学費等

③サポート体制

① 招生院系·学科等

院系 学科  (校区名) 招生人数 学费减免

商务信息
国际商务学科
(高崎校区) 20人 有

学科 国際ビジネス学科

出願時
日本留学試験日本語
(読解･聴解･聴読解 )
290点以上取得者

上武大学奨学制度
成績優秀者奨学制度、資格合格奨学金制度

国際交流センター
修学上や生活上での様々な問題について、指導・助言を行っています。

日本留学試験
日本語290点未満
および未受験者

選考方法

1.個人面接 
  （約20分）
2.書類審査

1.日本語試験  
  （60分）
2.個人面接    
  （約20分）　　
3.書類審査

学費等減免 入学金全額（20万円）免除
授業料（80％）減免

入学金全額（20万円）免除
授業料（60％）減免

入学手続時
（合格後） 299,300円 365,300円

後期
（10月） 216,000円 282,000円

1年次合計 515,300円 647,300円

2~4年次の
各学年納入金 467,000円 599,000円

② 选拔方法·学费等

学科 国际商务学科

申请时

减免学费等

第1年合计

办理入学手续时
（及格后）

后期
 (第二学期 10月 )

2～ 4年级，
每年交纳金额

日本留学考试日语
(读解、听力·听读解 )
成绩取得290分以上者

日本留学考试
日语未满290分
及未接受考试者

选拔方法
1. 个人面试(约20分钟)  
2. 书面材料审查

免除全额入学金(20万日元) 
减免学费80%

免除全额入学金（20万日元） 
减免学费（60%）

1. 日语考试（60分钟）
2. 个人面试（约20分钟）
3. 书面材料审查

299,300日元 365,300日元

216,000日元 282,000日元

515,300日元 647,300日元

467,000日元 599,000日元

    本大学采取以全球化为背景的留学生

支援制度，积极招收外国留学生。在经济

上采取减免入学金及学费等支援制度之

外，注重给留学生提供优质学习环境，与

日本学生互动快乐学习。我们衷心期待，

在上武大学完成学业的留学生们对日本

怀有好感，回国后作为领头人活跃于各

行各业。

支援前往日本企业就业、支援取得各种资格认证、实习制度等

③ 支援机制

上武大学奖励学习制度
成绩优异者奖励学习制度、资格认证考试合格奖学金制度

国际交流中心
对学习及生活上各种问题进行指导，辅助

国际交流中心议长

星野 为国

日本特有の四季折々の多彩な自然に彩られた烏川沿いにある高崎キャンパス。
快適なキャンパスライフをおくる環境が整っています。
高崎校区位于乌川沿岸，为日本四季分明的独特景致所包围。
设施完备，可供大家度过舒适的校园生活。

最先端の情報技術と研究施設を兼ね備えた充実のキャンパス。
高崎校区是兼备最前沿信息技术与研究设施的综合校区。

JOBU

高崎校区 校区地图
高崎キャンパス キャンパスマップ

Enjoy!
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