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１.派遣交換留学制度の概要

派遣交換留学とは、追⼿⾨学院⼤学の協定⼤学に、本学の代表として 4〜9 ヶ⽉間留学する制度

である。個⼈の留学ではなく、⼤学間の協定による留学のため、追⼿⾨学院⼤学および派遣先大学双

方の規程や指導に従うことが必要である。 

派遣交換留学に参加しながらも 4 年間で卒業できる場合もある。事前に留学相談等を⾏い綿密に

本学での学修計画や留学の計画を⽴てる必要がある。

２.派遣先大学での学修について 

派遣交換留学では、本学と学⽣交換協定を持つ海外の⼤学と学⽣を交換するものであることから、原

則として相互に大学が通常実施/展開する正課科⽬の履修を想定しているが、⼀部の⼤学では附属の

語学学校等で語学学習をする者も受け入れる場合がある。 

（１）正規課程留学と語学学校留学の違い（派遣交換留学制度の場合）

派遣交換留学には正規課程留学と語学学校留学があり、派遣交換留学応募時にどちらの留学

を希望するか決める必要がある。それぞれの違いを知り、⾃⾝の希望する留学を選定すること。 

（２）正規課程留学

・正規課程の授業（学部の授業）を履修することができる。※1

・取得した単位を本学の単位として読み替えの申請ができる。※2

・奨励⾦の申請が可能である。

（３）語学学校留学

・大学に併設された語学学校※3 へ留学する。

・正規課程（学部）の授業を履修することができるレベルまで語学能⼒を向上させることが目的。 

・基本的に語学の授業のみを受ける。※4

・様々な国の留学⽣が在籍している。※5

・奨励⾦の対象とならない。 

※1︓現地学⽣が履修する授業となるため、⾼い語学能⼒が求められる。
※2︓一部読み替えができない場合もある。 
※3︓⺠間の機関が運営している場合もあるが、⼤学付属学校と位置付けられている場合がある。
※4︓学校によって提供されているプログラムが異なり、語学以外の授業を提供している学校もある。
※5︓英語を学ぶ語学学校の場合、⽇本をはじめ、アジア圏出⾝者が⼤半を占める。

正規課程留学 語学学校留学

正規課程（学部）授業の履修 履修可能 × 

追手門学院大学での単位読替 申請可能 × 

奨励⾦ 申請可能 × 
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３.応募要件 

（１）全留学先共通

・本学学部課程に在籍する学⽣であること（私費外国⼈留学⽣含む）。 

・2021 年度春学期までの通算 GPA が 3.0 以上あること。 

・応募時の学年が 1 もしくは 2 年⽣であること。※

※︓3 年⽣以上が応募を希望する場合は、卒業や就職活動に影響するため事前に国際交流教育課へ相談のこと。 

また、2 年⽣であっても 1 年間の留学を希望する場合には、同じく卒業や就職活動に影響する可能性があるため

事前に国際交流教育課へ相談のこと。 

（２）国・地域別 

各派遣先大学で指定されている語学要件を、「4.協定校一覧」で確認すること。 
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４.協定校一覧 

（１）授業料免除の派遣先大学 

※1︓応募者の第⼀志望先、第⼆志望先合算に基づく。

※2︓正規課程は 2 種類あるため、巻末「【資料 2】各派遣先大学情報」を確認すること。  

※3︓同⼤学へ応募する際は、国際交流教育課へ必ず事前に相談のこと。

正規課程留学 語学学校留学
希望者数

※1
合格者数

中期 ８⽉下旬〜12⽉下旬 1 6 3

⻑期 ８⽉下旬〜5⽉初旬 1 1 0

中期 ８⽉下旬〜12⽉下旬 2 4 2

⻑期 ８⽉下旬〜5⽉初旬 2 1 1

中期 ８⽉下旬〜12⽉初旬 1 4 2

⻑期 ８⽉下旬〜5⽉初旬 1 0 0

4 プレスビティリアン・カレッジ 中期 ８⽉中旬〜12⽉中旬 英語 TOEIC610 ※2 ー 寮 別 2 5 2

イギリス 5 リージェンツ大学 中期 9⽉上旬〜12⽉下旬 英語 IELTS6.5 TOEIC450 寮 込 2 2 2

スペイン 6 ウェルバ大学 中期 9⽉中旬〜2⽉中旬 英語
TOEFL87／IELTS5.5

英検準1級／TOEIC600
ー

ホテル

アパート
別 2 0 0

オランダ 7 フォンティス応用化学大学 中期 ８⽉中旬〜12⽉下旬 英語 TOEFL79／IELTS6.0 TOEIC450 寮 別 2 6 2

ドイツ 8 私⽴ゲッティンゲン⼤学 中期 10⽉上旬〜2⽉上旬 英語
TOEFL87／IELTS5.5

英検準1級
ー 寮 別 2 0 0

チェコ 9 プラハ・チェコ生命科学大学 中期 9⽉下旬〜1⽉下旬 英語
TOEIC600／IELTS5.5

英検準1級
ー 寮 別 2 1 0

インド 10 グジャラート大学 ※3 中期 9⽉中旬〜12⽉下旬 英語 ー
TOEIC450

ヒンドゥー語
寮 込 3 0 0

11 チェンマイ大学 中期 10⽉下旬〜2⽉下旬 タイ語 タイ語検定1級 ー
ホテル

アパート
別 2 0 0

12 コンケーン大学（経営学部） 中期 7⽉下旬〜12⽉初旬 英語
TOEIC600／IELTS5.5

英検準1級
ー 寮 込 2 - -

ベトナム 13 ハノイ貿易⼤学 中期 ８⽉中旬〜1⽉中旬 英語 IELTS5.5 ー
ホテル

アパート
別 2 0 0

台湾 14 静宜（せいぎ）大学 中期 9⽉上旬〜1⽉中旬 中国語
中国語検定3級

HSK3級

中国語検定準4級

HSK1級
寮 別 2 1 1

中国 15 上海師範大学 中期 9⽉上旬〜1⽉中旬 中国語 HSK5級
中国語検定準4級

HSK1級
寮 別 2 0 0

16 南ソウル大学 中期 ８⽉下旬〜12⽉下旬 韓国語 韓国語能⼒試験3級
韓国語能⼒試験1級

ハングル能⼒検定5級
寮 別 2 0 0

17 光州（こうしゅう）大学 中期 ８⽉下旬〜12⽉下旬 韓国語 韓国語能⼒試験3級
韓国語能⼒試験1級

ハングル能⼒検定5級
寮 別 2 0 0

18 建国大学 中期 9⽉上旬〜11⽉下旬
韓国語

英語

韓国語能⼒試験3級

TOEIC600／IELTS5.5

英検準1級

授業料有料

（２）参照
寮 別 2 1 1

19 祥明大学 中期 9⽉上旬〜12⽉下旬 韓国語 韓国語能⼒試験3級
授業料有料

（２）参照
寮 別 2 1 0

カナダ 20 ボウバレー・カレッジ 中期 ８⽉下旬〜12⽉下旬 英語 TOEFL83／IELTS6.0
授業料有料

（２）参照

ホテル

アパート
別 2 0 0

21 サンシャイン・コースト大学 中期 ８⽉下旬〜11⽉上旬 英語 TOEFL80／IELTS6.0 TOEIC615／IELTS5.0
ホテル

アパート
別 2 1 1

ホテル

アパート
別

ﾎｰﾑｽﾃｲ 込

23 ディーキン大学 中期 8⽉下旬〜12⽉下旬 英語 TOEFL65／IELTS6.0
授業料有料

（２）参照

ホテル

アパート
別 4 0 0

22 グリフィス大学 中期 1 18⽉下旬〜1⽉下旬 英語 TOEFL71／IELTS6.0
授業料有料

（２）参照
2

TOEFL68／IELTS5.5

履修⾔語国 番号 大学名 期間 派遣予定期間

語学要件

アメリカ

1 スノー・カレッジ 英語

住居 食事
派遣

可能枠

2021年度

応募選考結果

寮

TOEIC450 寮 込

2 フェリス州⽴⼤学 英語 TOEFL68／IELTS5.5 TOEIC450 寮 別

別

タイ

3 ウェスト・ジョージア大学 英語 TOEIC605 ー

韓国

オーストラリア
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（２）授業料有料の派遣先大学 

※1︓応募者の第⼀志望先、第⼆志望先合算に基づく。

（３）留意点

・2020 年度⽣応募・選考時の実績に基づいた⼀覧のため、今後変更の可能性がある。 

・語学要件が 2 つ以上併記されている場合は、いずれか 1 つが該当すれば応募可能である。 

・学部によってスコアが異なる場合がある。 

・費用等含む大学紹介は巻末「【資料 2】各派遣先大学情報」を参照のこと。 

正規課程留学 語学学校留学
希望者数

※1
合格者数

18 建国大学 中期 9⽉上旬〜11⽉下旬
韓国語

英語

授業料免除

（１）参照

韓国語能⼒試験1級

ハングル能⼒検定5級

TOEIC450

寮 別 （１）参照 1 1

19 祥明大学 中期 9⽉上旬〜12⽉下旬 韓国語
授業料免除

（１）参照

韓国語能⼒試験1級

ハングル能⼒検定5級
寮 別 （１）参照 1 0

カナダ 20 ボウバレー・カレッジ 中期 ８⽉下旬〜12⽉下旬 英語
授業料免除

（１）参照
TOEIC450

ホテル

アパート
別 （１）参照 0 0

ホテル

アパート
別

ﾎｰﾑｽﾃｲ 込

23 ディーキン大学 中期 8⽉下旬〜12⽉下旬 英語
授業料免除

（１）参照
TOEIC450

ホテル

アパート
別 （１）参照 0 0

韓国

国 番号 大学名 期間 派遣予定期間 履修⾔語

語学要件

オーストラリア

22 グリフィス大学 中期 18⽉下旬〜1⽉下旬

住居 食事
派遣

可能枠

2021年度

応募選考結果

英語
授業料免除

（１）参照
TOEIC450 （１）参照 1
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５.留学の費⽤に関する留意点

⼤学によって費用は⼤きく異なるため、費用の詳細は巻末【資料 2】各派遣先大学情報を参照のこと。

なお、留学⼿続きに共通してかかる費用に関する留意点は以下となる。 

項目 留意点

生活費 資料 2「各大学情報」には日々の飲食・雑費、交通費などは含まれていない。 

渡航費 往復航空券は学⽣負担。 

ビザ申請費用 

【渡航先がアメリカ、オーストラリア、インド、アジア諸国の場合】 

原則として JTB へ申請を委託するため、申請費以外に代⾏⼿数料が必要。

【渡航先がヨーロッパの場合】 

⽇本国内にある⼤使館で学⽣本⼈が直接⼿続きを⾏う。また、ヨーロッパ圏の一

部では、現地役所へ提出する書類を国内で準備するため、市役所や銀⾏などで

書類を発⾏するための⼿数料が必要。

海外旅⾏保険
本学指定の海外旅⾏保険への加⼊が必須。なお、⻭科疾患の治療費は保険の

対象外となる場合が多いため、留学前に治療を終わらせた上で渡航すること。 

現地保険 派遣先大学によっては加入を求められる場合がある。 

予防接種 

留学する国によっては厚⽣労働省から予防接種を推奨されているほか、派遣先⼤

学によっては追加での予防接種を要求される。予防接種の種類によっては複数回

接種する必要があるため、事前に以下のウェブサイトより確認すること。 

【FORTH】 

https://www.forth.go.jp/useful/vaccination.html
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６.応募・選考、内定後の流れ

（１）応募から内定後の流れ

応募期間 
書類審査結果発表 

最終審査概要発表 
最終審査 最終審査結果発表 

2021 年

12 月 1 日(水) 9︓10 

〜

12 月 9 日(木)16︓00 

2021 年

12 月 23 日(木) 
2022 年 1 月中旬 2022 年 2 月初旬

（２）応募 

2.1.募集人数 

 各派遣先大学につき若⼲名を募集しており、派遣可能枠はあくまで派遣可能な最大人数である。そ

のため、派遣可能枠の数を募集するわけではない。 

2.2.提出書類 

 以下の書類を準備し、応募期間内に所定の提出先へ提出すること。なお、提出書類は巻末資料を

参照のこと。 

書類名 留意点

巻末

資料

番号

派遣交換留学応募書

類確認シート兼同意書 

（様式 1）

様式 

1〜6 は

以下の 

本学ﾎｰﾑ

ﾍﾟｰｼﾞよ

りﾀﾞｳﾝﾛｰ

ﾄﾞ可。 

3 

交換留学願（様式 2） 4 

交換留学計画書

（様式 3）

■所属学部担当教員より署名を頂くこと。 

（演習担当教員、ゼミ教員等） 

■ゼミを履修している学⽣はゼミ教員、それ以外の学

⽣は今年度の指導教員名をキャンパススクエアで確

認し、署名・押印を頂くこと。 

■第一志望と第二志望がある場合はそれぞれ作成する

こと。

5 

６ 

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月

説明会 説明会 事後研修

事後研修

2023年

留学相談

中期留学

⻑期留学留学相談
応募 審査 結果発表 事前研修・渡航手続き

2021年 2022年
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資格担当教員確認書 

（様式 4）

以下の資格課程希望者のみ提出すること。（日本語）

・教職  ・博物館学芸員 ・社会教務主事  

・公認⼼理⼠ ・認定⼼理⼠

様式 

1〜6 は

以下の 

本学ﾎｰﾑ

ﾍﾟｰｼﾞよ

りﾀﾞｳﾝﾛｰ

ﾄﾞ可。 

7 

ﾌｸｼﾏｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ人材育成

⽀援奨学財団奨学⾦

募集要項・願書 

（学内用）

（様式 5）

同奨学⾦応募希望者のみ、願書を提出すること。 

8 

留学履修計画書

（様式 6）

正規課程留学希望者のみ、留学先⼤学のホームペ

ージでシラバスを確認のうえ、履修科⽬名称をパソコン

で⼊⼒したものを印刷し提出すること。 

9 

留学先⼤学の

シラバスの写し 

本学での単位読替希望者のみ、留学先⼤学のホームページから

シラバスを印刷し提出すること。 
- 

学業成績証明書 

■2021 年度春学期までの成績が記載されているもの。

教務課及び総合オフィスの⾃動発⾏機より発⾏可。

または、キャンパススクエアの「成績修得状況」のページを印刷。 

（顔写真部分から通算 GPA 部分まで全て写っていること。） 

10 

語学検定試験成績 

証明書の写し 

■留学を希望する各⼤学で指定されている語学検定試験結果。

第一志望と第二志望で指定されている語学要件が異なる場合

は、それぞれの要件を満たすものを提出すること。 

■応募時より 2 年以内に受験したもの。 

■TOEIC IP テスト試験結果の証明書も本項の成績証明書として受

理する。

11

健康診断書の写し 

■⼀年以内に受診したものに限る。

■学内で受診した健康診断書は、教務課の⾃動発⾏機で発⾏

可能。 

12 

応募期間︓2021 年 12 月 1 日(水) 9︓10 〜 12 月 9 日(木) 16︓00 

※すべての書類を合わせて提出すること。期日に間に合わなかった場合、受け付けは⼀切不可。 

提 出 先︓国際交流教育課（安威・総持寺キャンパス） 
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（３）審査方法 

・授業料免除の派遣先⼤学に応募した学生 

書類審査、最終審査（英語プレゼンテーション、質疑応答）※

・授業料有料の派遣先⼤学に応募した学生 

書類審査、最終審査（日本語面接）

※︓希望留学先が韓国、中国語圏の⽅は⽇本語で実施。

 GPA、語学検定試験スコア、面接、プレゼンテーションの総合得点に基づき、派遣先大学の受入基準

などを考慮のうえ、総合的に判断し決定する。選考された場合でも、必ずしも第一希望・第二希望の大

学に留学できるとは限らない。 

（４）留意事項

応募にあたり、以下の事項に留意すること。 

・書類審査通過者のみ最終審査へ進むことができる。 

・留学に伴う資⾦計画、卒業までの学習計画、将来設計を⼗分に考慮し、保証⼈の合意のうえ

応募すること。 

・派遣交換留学⽣として選ばれた後、就職活動、履修の事情、経済的事情、家庭の事情など、

個人的な事情での辞退は認められない。 

・内定後、留学中に法令及び本学の規程・規約に違反した場合、また学則及び学部規程により

除籍となった場合は留学資格を取り消される。 

・派遣交換留学⽣は、⼀定の成績基準などを満たしている必要があるため、選考の結果、派遣交

換留学⽣数が募集⼈数に満たない場合がある。 

・派遣交換留学の応募とインターンシップ 1・2 の履修双⽅を予定している学⽣は、必ず就職・キャ

リア⽀援課窓⼝で履修相談を受けること。 

・派遣交換留学にかかる学期の授業料の延納は認められない。 

（５）内定後の流れ

内定者は留学に向けたオリエンテーション、事前研修等に参加すること。これらを正当な理由なく⽋席

した場合、内定後に署名・捺印する誓約書に違背する場合、その他本学の派遣留学⽣としてふさわしく

ない⾏為があった場合、派遣交換留学内定が取り消される可能性がある。 
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７.奨励⾦制度

（１）学内の奨励⾦（派遣交換留学奨励⾦）

学部留学に参加し、自身の専門性を深める学生への経済的支援を目的とした奨励⾦。定められた

期日までに支給基準を満たした学生に対し支給される。同奨励⾦への応募を希望する者は、秋学期に

発表される奨励⾦の募集要項※をよく確認のうえ、応募書類を期日までに提出すること。 

※︓本学ホームページの「国際交流・留学」の「応募関係書類」からダウンロードすること。（秋学期発表予定）

（２）学外の奨学⾦（フクシマグローバル⼈材育成支援奨学財団奨学⾦） 

海外の⼤学等で学ぶ優秀な者に対する奨学援助を⾏い、国際的な感覚と視野に富んだ、幅広くグロ

ーバルに活躍ができる⼈材の育成に寄与することを⽬的とした奨学⾦。同奨学⾦への応募を希望する

者は、別途用意された募集要項（昨年度版）※をよく確認のうえ、派遣交換留学応募提出書類と併

せて同奨学⾦願書（様式 5）を提出すること。なお、同財団から 2022 年度の奨学⽣募集が案内さ

れない可能性もある。 

※︓本学ホームページの「国際交流・留学」の「応募関係書類」からダウンロードすること。 

８. 交換留学にかかる単位修得について

派遣交換留学に関連し修得できる単位は以下の３種類ある。

○交換留学⽣必修科⽬（追⼤の科⽬）→以下（１）を参照

○交換留学期間中に任意で修得できる科⽬（追⼤の科⽬） →以下（２）を参照 

   ○派遣先大学で修得した科目（派遣先で修得した科目の認定） →以下（３）を参照 

  以下、順番に概説する。 

（１）交換留学⽣必修の科⽬について

以下の科⽬は、交換留学に参加する学⽣全員に課される科⽬である。

科目名 科目の分類 単位数 

交換留学Ⅰ（またはⅡ） 基盤教育科目 4 単位 

交換留学⽣は、帰国後に以下の 3 点を提出し、審査を経て、「交換留学Ⅰ」もしくは「交換留学

Ⅱ」が認定される。 

・「交換留学学修報告書」

・帰国後に受験した指定された語学検定試験結果の写し 

・留学レポート

   なお、上述の語学検定は、特段の指示のない限り、渡航先で英語を使用する者はTOEIC®公開

テスト、英語以外を使用する者は、現地での学習上求められる言語の各種語学検定試験とする。
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（２）交換留学期間中の本学における単位修得について

追⼿⾨学院⼤学は、上述（１）のほか、派遣交換留学期間中の本学での単位修得⽅法を 2 つ

（以下の①及び②を参照）用意しており、派遣交換留学⽣は、出発前にいずれかを選択することがで

きる。なお、2 つの⽅法を併用すること、また選択後に変更することはできない。

①「認定科目による単位認定」 

認定科⽬による単位認定では、「⼤学が認めた留学⽣専用科⽬」として基盤教育科⽬と各学部

学科別の学科科⽬にそれぞれ設けてある以下科⽬のうち学⽣が履修登録希望する科⽬について

教務課で履修登録⼿続きを⾏う。学⽣は履修登録した科⽬ごとに設定される課題等を提出し、

審査を経ることで単位が認定される。なお、科目の一覧は以下の通り。 

対応学期 基盤教育科目 学科科目 認定上限単位

秋学期 
国際異⽂化理解１

（10 単位） 

国際コミュニケーション論（4 単位） 

国際事情（4 単位） 
18 単位 

春学期 
国際異⽂化理解２

（10 単位） 

国際特別演習（4 単位） 

国際表現演習（4 単位） 
18 単位 

②「フルオンデマンド科⽬の履修」

この⽅法を選択した場合、学⽣は、本学の履修登録期間に、本学で実施されるフルオンデマンド科

⽬に限って履修登録することができる。

対応学期 基盤教育科目 学科科目 履修上限単位

秋学期 

春学期 

基盤教育科目・学科科目の別に拘らず、 

フルオンデマンドで実施する授業に限り履修登録可能とする。
18 単位 

（３）派遣先大学で修得した科目について 

派遣先の大学で派遣期間中に修得した科目の単位について、本学学則第 24 条の定めるところ

により本学の単位として読み替えを申請することができる。渡航前に手続きが必要なため、「９.本

学での単位読替」の項をよく読み⼿続きを⾏うこと。

なお、正規課程で修得した単位の認定は、単位の読み替えに必要な書類（留学先の成績書原

本など）が必要となる。書類等の⼊⼿時期及び審査の時期により、次学期以降の単位認定とな

ることがある。 

（４）単位認定の時期について 

上に詳述した認定科⽬について、原則として派遣留学期間に対応する学期の科⽬として認定され

る。通常は派遣留学期間に対応する学期の単位認定⼿続きにおいて単位認定されるが、当該学

期の単位認定⼿続きに間に合わない場合には、次学期以降に単位認定⼿続きが⾏われ、遡って

単位認定されることがある。 
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（例︓渡航先の学期が 10 ⽉〜2 月と設定されている場合、本学の秋学期の単位認定手続き

に間に合わない場合がある。この場合、翌年度春学期の単位認定⼿続きにおいて審査され、秋

学期に遡って認定される。） 

なお、上の（２）②にあるフルオンデマンド科⽬については、認定科⽬ではないため、通常通り履

修登録を⾏った学期で審査が⾏われ単位が付与される。

（５）その他特記事項 

留学期間にかかる単位に関する事項ではないが、交換留学選抜された場合、選抜後の翌学期よ

り履修可能となる単位数の上限が変わる。詳しくは Study Guide の「履修」に関する項を熟読の

こと。

9. 本学での単位読替

正規課程留学を希望する場合は、「留学履修計画書（様式 6）」を応募時に提出すること。 

単位読替を希望する場合 単位読替を希望しない場合 

応募まで 

「留学履修計画書（様式 6）」作成 

本学ホームページの国際交流ページよりダウンロードのうえ、派遣先⼤学のホームページからシラバス

を熟読し、履修予定科⽬をパソコンで⼊⼒すること。⼿書き不可。

応募時 

（12 月 1 日(水) 

〜9 日(木)）

「留学履修計画書（様式 6）」と派遣先大学

の履修予定科⽬シラバスをプリントアウトし紙で

提出。 

※「留学履修計画書（様式 6）」は後日データでの

メール提出が必要となるので削除せずパソコンに保存

しておくこと。 

「留学履修計画書（様式 6）」をプリントアウト

し紙で提出。 

※「留学履修計画書（様式 6）」は後日データでの

メール提出が必要となるので削除せずパソコンに保存

しておくこと。

応募後 

（2022 年 3 月中旬）

教務課、国際交流教育課での受領・確認印が

押印された原紙が返却される。 

原紙の返却はされないので、必要な場合は自

身でプリントアウトしておくこと。 

留学後、履修予

定科⽬に変更が

生じた場合 

「留学履修計画書 追加申請書（様式 6）」

に追加する履修予定科⽬をパソコンで⼊⼒し、

当該履修科⽬のシラバスデータと併せて国際交

流教育課へデータでメール提出。申請書は本

学ホームページよりダウンロード可能。 

「留学履修計画書 追加申請書（様式 6）」

に追加する履修予定科⽬をパソコンで⼊⼒し、

国際交流教育課へデータでメール提出。申請

書は本学ホームページよりダウンロード可能。 
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各大学の正規課程に求められる英語語学検定試験の一覧で、各語学スコアの対照が可能です。※

CEFR

レベル
IELTS TOEFL iBT TOEIC L&R 

実用英語技能検定

（英検）

C2 

9.0 

¦ 

8.5 

C1 

8.0 

¦ 

7.0 

120 

¦ 

95 

945 以上 

B2 

6.5 

¦ 

5.5 

94 

¦ 

72 

944 

¦ 

785 

B1 

5.0 

¦ 

4.0 

71 

¦ 

42 

784 

¦ 

550 

A2 

549 

¦ 

125 

※︓⽂部科学省の平成 30 年 3 月「各資格・検定試験と CEFR との対照表」を参考に作表。 

各試験の性質により試験難易度などが異なるため、対照はあくまで⽬安。

【資料 1】

必要な語学スコア

1

１

級

準

１

級

2

級

2 5

43

番号 大学名 語学スコア

リージェンツ大学 6.5

フォンティス応用科学大学

ボウバレー・カレッジ

サンシャイン・コースト大学

グリフィス大学

ディーキン大学

スノー・カレッジ

フェリス州⽴⼤学

ウェルバ大学

私⽴ゲッティンゲン⼤学

プラハ・チェコ生命科学大学

コンケーン大学

ハノイ貿易⼤学

建国大学

ウェルバ大学

私⽴ゲッティンゲン⼤学

ボウバレー・カレッジ 83

サンシャイン・コースト大学 80

フォンティス応用科学大学 79

①
IELTS

②
TOEFL

iBT

6

5.5

87

番号 大学名 語学スコア

グリフィス大学 71

スノー・カレッジ

フェリス州⽴⼤学

ディーキン大学 65

プレスビティリアン・カレッジ 610

ウェスト・ジョージア大学 605

ウェルバ大学

プラハ・チェコ生命科学大学

コンケーン大学

建国大学

ウェルバ大学

私⽴ゲッティンゲン⼤学

プラハ・チェコ生命科学大学

コンケーン大学

建国大学

68

600

準1級⑤
英検

③
TOEFL

iBT

④
TOEIC

L&R
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1.スノーカレッジ 

（１）大学情報 

キャンパス 所在地 

大学紹介 正規課程 語学学校 

1888 年に設⽴された、⽶国で

も歴史ある 2 年制の州⽴カレッ

ジの一つで、ユタ州の州都・ソルト

レイクシティから⾞で約 2 時間離

れたイフロムに位置しています。 

人文教養、ビジネス、科学などの

コースが提供されています。クラス

は小規模な人数で構成され、学

生と教授陣の連絡が密にとれるよ

うに配慮されています。 

語学留学に特に⼒を⼊れている

学校です。留学⽣も⽐較的少な

く、留学⽣同⼠かたまらず、英語

学習に集中できる環境です。 

大学ホームページ

https://www.snow.edu/

（２）留学前費用（参照年度︓2019 年度）※

■中期︓￥418,840 

■⻑期︓￥701,420 
※ 含まれる費用 ︓VISA 申請費、保険費、住居費、⾷費、残⾼証明発⾏費など

含まれない費用︓航空費、現地生活費 
上情報は 2019 年度に渡航した学⽣へのヒアリングによるものになります。実際にかかる費用は、それぞれの年度での
協定校の事情や受⼊条件、為替、学⽣個⼈の事情によって異なるため、ご参考として参照ください。

（３）先輩の声 

氏   名︓厳原
い ず は ら

 愛
ま な

恵
え

さん（写真左から 2 人目）

学   部︓国際教養学部国際教養学科 

学   年︓2017 年度卒（留学年次 3 年）

留学期間︓⻑期（正規課程） 

スノーカレッジが位置するイフロム(Ephraim)とは、ユタ州の州都のソルトレイクシティから 2 時間程

度離れた⽥舎町です。正規課程留学だったため、⼤学公式のサッカーチームに入ることができました。

当時のサッカーチームは創部 1 年⽬にも関わらず、州⼤会、地区⼤会で優勝しました。授業⾃体は

少人数制で、基本的に学⽣と教授の距離も近く、質問もしやすかったです。学⽣同士も距離が近く、

たくさんの友達がすぐにできたところもこのカレッジのいいところです。 

アメリカ 
【資料 2】

各派遣先大学情報
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2.フェリス州⽴⼤学

（１）大学情報 

キャンパス 所在地 

大学紹介 正規課程 語学学校 

ミシガン州に位置し、湖の街にあ

る洗練と⾃然を兼ね備えた州⽴

⼤学です。兵陵地のキャンパスに

煉⽡づくりの校舎と前衛的な新

校舎が調和しています。 

健康科学、芸術科学、ビジネ

ス、教育、薬学、テクノロジーなど

の幅広い専門分野のプログラムが

用意されています。 

現地でクラス分けテストを実施

し、その結果に基づき、初級〜上

級の３つのクラスに分かれて授業

を⾏ないます。

大学ホームページ

https://www.ferris.edu/

（２）留学前費用（参照年度︓2019 年度）※

■中期︓￥  729,854 

■⻑期︓￥1,354,380 
※ 含まれる費用 ︓VISA 申請費、保険費、住居費、⾷費、残⾼証明発⾏費など

含まれない費用︓航空費、現地⽣活費
上情報は 2019 年度に渡航した学⽣へのヒアリングによるものになります。実際にかかる費用は、それぞれの年度での
協定校の事情や受⼊条件、為替、学⽣個⼈の事情によって異なるため、ご参考として参照ください。

（３）先輩の声 

氏   名︓的場
ま と ば

 早
さ

知
ち

さん（写真中央）

学   部︓国際教養学部国際教養学科 

学   年︓2020 年度卒（留学年次 2 年）

留学期間︓⻑期（語学学校、正規課程） 

フェリス州⽴⼤学について 2 つ紹介します。１つ目は学習面です。私は正規課程の授業を履修し

ていました。現地の学⽣なら１時間程度でできる課題に私は５時間かかることもありましたが、必ず成

⻑につながると思います。２つ⽬は⽣活⾯です。冬休みや春休み中、寮が閉鎖することです。その期

間は寮に出⼊りできないので、旅⾏に⾏くことも、現地の友達の家に泊まらせてもらうこともできます。

アメリカ 
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3.ウェスト・ジョージア大学 

（１）大学情報 

キャンパス 所在地 

大学紹介 正規課程 語学学校 

ジョージア州のキャロルトンに位置

し、ドールトンとニューナンに分校

があります。学生構成は、全米

38 州、全世界から 51 ヵ各国の

留学⽣が在籍しています。

59 の学士号、41 の修士号を提

供する当大学の人気専攻は、生

物学、⼼理学、美術、歴史で

す。 

大学ホームページ

https://www.westga.edu/

（２）留学前費用（参照年度︓2019 年度）

2019 年度に同⼤学に派遣していないため、参照費用なし。

アメリカ 
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4.プレスビティリアン・カレッジ 

（１）大学情報 

キャンパス 所在地 

大学紹介 正規課程① 正規課程② 

学生総数約 1,300 名で、少人

数教育に注⼒している４年制の

リベラルアーツカレッジです。1880

年にキリスト教⻑⽼派（プレスビ

テリアン）によって設⽴され、その

宗派名が大学名となりました。 

Southern Immersion 

Semester（SIS）と呼ばれる

留学⽣のための課程で、現地の

学⽣が履修する授業に加え、

SIS の留学⽣のための英語の授

業を受けることができます。 

現地の学生と同じ授業を受けること

ができます。この課程を履修するには

TOEFL-itp550 点、TOEFL79

点、IELTS6.5 以上のいずれかが必

要となります。経済・英語・⼼理学・

歴史の授業が留学⽣に⼈気がありま

す。

大学ホームページ

https://www.presby.edu/

（２）留学前費用（参照年度︓2019 年度）※

■中期︓￥744,298 
※ 含まれる費用 ︓VISA 申請費、保険費、住居費、⾷費、残⾼証明発⾏費など

含まれない費用︓航空費、現地⽣活費
上情報は 2019 年度に渡航した学⽣へのヒアリングによるものになります。実際にかかる費用は、それぞれの年度での
協定校の事情や受⼊条件、為替、学⽣個⼈の事情によって異なるため、ご参考として参照ください。

（３）先輩の声 

氏   名︓多田
た だ

拓
た く

海
み

さん（写真左）

学   部︓国際教養学部国際教養学科 

学   年︓4 年（留学年次 2 年）

留学期間︓中期（正規課程）

同カレッジが位置するクリントンはサウスカロライナ州の北⻄⽅向に位置する田舎町です。学生数は

他の学校に比べて少なく、ほとんどの学生が部活に所属しているため、最初は友達ができるか非常に

不安でしたが、授業や OIP(Office International Program)という留学⽣の為の機関が企画し

てくれた様々なイベントにより、その心配はなくなりました。私は 4 か月間留学し、主に英語の⼩論⽂

の書き方、宗教などについて英語で学ぶことが出来ました。 

アメリカ 
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5.リージェンツ大学 

（１）大学情報 

キャンパス 所在地 

大学紹介 正規課程 語学学校 

ロンドン中心部にあるキャンパス

で、130 を超える国籍の学生

が、国際ビジネスから人文教養・ 

映画・演劇・⼼理など幅広い分

野のコースを学んでいます。 

現地学生にはビジネスと⼼理学

が最も人気な専攻となります。 

午前のみ授業のコース、もしくは

終日授業のコースを選ぶことがで

きます。学校主催のロンドン市内

観光や、英会話クラブ等に参加

することもできます。 

大学ホームページ

https://www.regents.ac.uk/

（２）留学前費用（参照年度︓2019 年度）※

 ■￥793,410 
※ 含まれる費用 ︓VISA 申請費、保険費、住居費、⾷費、残⾼証明発⾏費など

含まれない費用︓航空費、現地⽣活費
上情報は 2019 年度に渡航した学⽣へのヒアリングによるものになります。実際にかかる費用は、それぞれの年度での
協定校の事情や受⼊条件、為替、学⽣個⼈の事情によって異なるため、ご参考として参照ください。

（３）先輩の声 

氏   名︓熊野
く ま の

 響
きょう

花
か

さん（写真右）

学   部︓社会学部社会学科 

学   年︓４年（留学年次 2 年）

留学期間︓中期（語学学校）

リージェンツ大学はロンドン内の最も都会な場所にあり、アクセスも⾮常に良いです。デパートやプチ

プラショップ、カフェやクラブなど、たくさんの店が徒歩圏内にあります。また大学は、大きな公園の中にあ

るため、⾃然に囲まれていてとても良い環境です。ロンドンはミュージカルが盛んな町であり、エンターテイ

メントにも⻑けています。ダンスを⽬的としていた私はダンススクールに通い、たくさんの経験をすることが

出来ました。また都会だと、学校外でもたくさんの出会いがあり、視野も広がるのでとてもお勧めします。

イギリス 
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6.ウェルバ大学 

（１）大学情報 

キャンパス 所在地 

大学紹介 正規課程 語学学校 

アンダルシア地方に所在する学生

数約 12,000 名の総合大学で

す。世界各国から毎年約 600

名の交換留学⽣を受け⼊れてお

り、非スペイン語圏の学生は、専

門分野の科目に加えて、付属の

語学学校でスペイン語を基礎か

ら学習しています。 

この課程では経済学部の授業を

履修します。本学の経済学部以

外の方も応募可能ですが、応募

の際は国際交流教育課にご相

談頂くことをお勧めします。 

大学ホームページ

http://uhu.es/english/

（２）留学前費用（参照年度︓2019 年度）

2019 年度に同大学に派遣していないため、参照費用なし。 

（３）先輩の声 

氏   名︓井高
い だ か

 成
じょう

二
じ

さん（写真左）

学   部︓国際教養学部国際教養学科 

学   年︓2019 年度卒（留学年次 3 年）

留学期間︓中期（正規課程） 

ウェルバという町は、セビリアというスペイン第４の都市から⾞で約１時間離れた⼩さな町ですが、ス

ーパー、大型ショッピングモール、飲食店などなんでもあるのでとても住みやすい町です（英語は通じま

せん）。私はウェルバ⼤学に５ヶ⽉間留学し、経済学の授業を受けていました。ウェルバ大学には日

本人含めアジア人がほとんどいないので大変な面もありますが、あらゆる面でたくさんの学びがあるので

オススメです︕（中国⼈数名、⽇本⼈は僕ともう⼀⼈だけでした︕）

スペイン 
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7.フォンティス応用科学大学 

（１）大学情報 

キャンパス 所在地 

大学紹介 正規課程 語学学校 

オランダ国内で運営する複数のキ

ャンパスの中で、フェンロー市に所

在するキャンパスを国際キャンパス

と位置づけています。学生数は約

3,500 名で、40 を超える国籍

の学生が学んでいます。 

ビジネス、テクノロジー、情報シス

テムなどの授業が英語で⾏われて

おり、国籍に関わらず履修するこ

とができます。 

難易度別の英語クラスに加え、ビジ

ネス英語などに関する授業もありま

す。オランダ語や文化などヨーロッパな

らではの授業も選択でき、授業形態

はプレゼンやディスカッションなどのアク

ティブラーニングが特徴的です。

大学ホームページ

https://fontys.edu/

（２）留学前費用（参照年度︓2019 年度）※

■中期︓￥454,768 
※ 含まれる費用 ︓VISA 申請費、保険費、住居費、⾷費、残⾼証明発⾏費など

含まれない費用︓航空費、現地⽣活費
上情報は 2019 年度に渡航した学⽣へのヒアリングによるものになります。実際にかかる費用は、それぞれの年度での
協定校の事情や受⼊条件、為替、学⽣個⼈の事情によって異なるため、ご参考として参照ください。

（３）先輩の声 

氏   名︓堀尾
ほ り お

 光輝
こ う き

さん（写真左下）

学   部︓⼼理学部⼼理学科

学   年︓2020 年度卒（留学年次 3 年）

留学期間︓中期（語学学校）

フォンティス大学があるフェンロ―という街は、首都から 2 時間ほどのところにある、自然が素晴らしい

⽥舎町です。隣国のドイツへのアクセスも良く、電⾞で１時間のところに⼤きな⾶⾏場もあります。フォ

ンティス大学も、オランダを象徴するような、人種のるつぼです。40 ヵ国以上の大学と協定を結んでお

り、大学内には様々な国籍の人たちが肩を寄せ合って暮らしており、学部としては、ビジネス・IT 関連

が多い傾向にあります。新しい経験を好む、オープンマインドな人は、とても楽しめる場所だと思います。

オランダ 
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8.私⽴ゲッティンゲン大学 

（１）大学情報 

キャンパス 所在地 

大学紹介 正規課程 語学学校 

ゲッティンゲン市に位置する、

1994 年に設⽴されたビジネス実

務教育に主眼をおいた私⽴⼤学

です。通信制の学生を含むと学

生数は 1,000 名強になります

が、本科生の人数は約 250 名

の小規模な大学です。そのため、

学生と教職員の関係が密接で、

在学⽣の就職⼒育成に⼒を注

いでいます。 

ドイツの私⽴⼤学では有数の環

境で、世界各地からの留学⽣と

一緒に、ヨーロッパのビジネスを学

ぶことができます。 

大学ホームページ

http://www.pfh.de/en/ 

（２）留学前費用（参照年度︓2019 年度）

2019 年度に同⼤学に派遣していないため、参照費用なし。 

ドイツ 
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9.プラハ・チェコ生命科学大学 

（１）大学情報 

キャンパス 所在地 

大学紹介 正規課程 語学学校 

首都プラハに位置する大学です。農

学分野を発祥としていますが、現在

では工学や経済学・経営学など幅広

い分野を擁しています。留学⽣は

2,000 人を超え、国際性豊かな大

学で、英語開講科目も豊富です。

農業科学、環境学、工学、経済

学、経営学等を学ぶことができま

す。英語での開講科目も豊富で

す。 

大学ホームページ

https://www.czu.cz/en

（２）留学前費用（参照年度︓2019 年度）※

■中期︓￥272,890 

※ 含まれる費用 ︓VISA 申請費、保険費、住居費、⾷費、残⾼証明発⾏費など
含まれない費用︓航空費、現地⽣活費

上情報は 2019 年度に渡航した学⽣へのヒアリングによるものになります。実際にかかる費用は、それぞれの年度での
協定校の事情や受⼊条件、為替、学⽣個⼈の事情によって異なるため、ご参考として参照ください。

（３）先輩の声 

氏   名︓大村
お お む ら

 風雅
ふ う が

さん（写真左上）

学   部︓国際教養学部アジア学科 

学   年︓2020 年度卒（留学年次 4 年）

留学期間︓中期（正規課程） 

同大学が位置するのはサチドルというプラハの郊外で、中心街まで交通手段 1〜2 本、所要時間

約 25 分と、美しいプラハの街へのアクセスが良い場所にあります。公用語はチェコ語ですが、英語を流

暢に話せる⽅も多く、周りの友達も様々な国から来ている留学⽣が多いので、コミュニケーションをとる

分にはあまり不便を感じません。履修している授業は環境科学に関する科⽬で、理解に苦しむことも

多かったですが、受けるうちに自分の環境に対する知⾒が広がりました。

チェコ 
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10.グジャラート大学 

（１）大学情報

キャンパス 所在地 

大学紹介 正規課程 語学学校 

アーメダバード市に位置する、学

生総数約 20 万人のインドの名

門大学です。1970 年よりスター

トした本学との協定により、日本

とインドの親善友好関係を発展さ

せています。 

留学⽣用の特別プログラムがあ

り、そのプログラムではヒンディー

語、インド⾳楽、料理、ヨガなどの

授業を履修することができます。

大学ホームページ

https://www.gujaratuniversity.ac.in/

（２）留学前費用（参照年度︓2019 年度）※

 ■￥75,870 
※ 含まれる費用 ︓VISA 申請費、保険費、住居費、⾷費、残⾼証明発⾏費など

含まれない費用︓航空費、現地⽣活費
上情報は 2019 年度に渡航した学⽣へのヒアリングによるものになります。実際にかかる費用は、それぞれの年度での
協定校の事情や受⼊条件、為替、学⽣個⼈の事情によって異なるため、ご参考として参照ください。

（３）先輩の声 

氏   名︓⻑⾕部
は せ べ

 駿
しゅん

さん（写真左から 2 人目）

学   部︓国際教養学部国際教養学科  

学   年︓2019 年度卒

（留学年次 4 年）

留学期間︓中期（語学学校）

私はグジャラート大学に 4 ヶ⽉間留学し、主に⽂化（語学、⾳楽、料理など）を学ぶ授業に参加

しました。大学の周辺には、 AMUL（売店）や露天商が多く、⽇常⽣活の必需品はそれらのお店

で事が⾜ります。また、⼤学のゲストハウスから中⼼街までは少し距離がありますが、比較的安価でタ

クシーなどが利用できるため、休⽇の移動もそれほど困難ではありません。その上、留学の期間はお祭

りが多くインドの文化を学ぶには絶好のタイミングです。 

インド 
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11.チェンマイ大学 

（１）大学情報 

キャンパス 所在地 

大学紹介 正規課程 語学学校 

学生数約 17,000 名の、タイ名

門の総合大学です。チェンマイ大

学のあるチェンマイ市は、人口約

300 万人のタイ王国第 2 の都

市で、歴史的建造物が最も多い

古都です。 

物理学・⽣物学・化学・数学専

攻のための専⾨英語を履修する

ことができます。 

大学ホームページ

https://www.cmu.ac.th/en/

（２）留学前費用（参照年度︓2019 年度）

過去に同⼤学に派遣した前例がないため、参照費用なし。

タイ 
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12.コンケーン大学（経営学部）

（１）大学情報 

キャンパス 所在地 

大学紹介 正規課程 語学学校 

学生数は約 4 万人、17 学部を

有するタイ北東部最⼤の総合大

学です。コンケーン大学の所在す

るコンケーン市は、比較的穏やか

な気候です。 

追手門学院大学では、英語で

開講される経済学部の授業を受

講します。 

大学ホームページ

https://www.kku.ac.th/

（２）留学前費用（参照年度︓2019 年度）

過去に同⼤学に派遣した前例がないため、参照費用なし。

タイ 
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13.ハノイ貿易⼤学

（１）大学情報 

キャンパス 所在地 

大学紹介 正規課程 語学学校 

⾸都ハノイにあるベトナムの主⼒

大学の 1 つです。ベトナム外交・

経済の人材育成大学の 1 つで、

構内には日本政府が人材育成

を目的に建設したベトナム・日本

⼈材協⼒センターがあります。

国際経済、国際経営などの授業

を英語で受けることができます。 

大学ホームページ

http://english.ftu.edu.vn/

（２）留学前費用（参照年度︓2019 年度）

過去に同⼤学に派遣した前例がないため、参照費用なし。

ベトナム 
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14.静宜大学 

（１）大学情報 

キャンパス 所在地 

大学紹介 正規課程 語学学校 

台中市郊外に位置するカトリック

系の、学生数約 14,000 人の

私⽴総合⼤学です。前⾝は語

学教育機関だったので、英語・中

国語を中心とした外国語教育に

は定評があります。 

多くの授業は中国語で⾏われま

すが、一部の授業は英語で受け

ることもできます。 

英語・中国語を中心とした外国

語教育には定評があり、留学⽣

数は台湾トップクラスです。 

大学ホームページ

https://enpu.pu.edu.tw/

（２）留学前費用（参照年度︓2019 年度）

2019 年度に同⼤学に派遣していないため、参照費用なし。 

（３）先輩の声 

氏   名︓久保
く ぼ

 駿人
は や と

さん（写真左）

学   部︓国際教養学部アジア学科  

学   年︓2019 年度卒

（留学年次 3 年）

留学期間︓中期（語学学校）

静宜⼤学が位置する台中市は、台北の桃園空港からバスで 2 時間ほどの距離にある、台湾の中

では比較的田舎の街です。約 4 ヶ⽉間の留学では、1 日 3 時間、週 5 回の中国語の授業と、正

規科目を 3 コマ履修していました。私は、ビジネス中国語、中国語通訳、台湾語の授業を受けていま

した。生活面では、台湾は基本外食文化なので毎日外食をしていました。思ったより薄味で日本人の

口にも合うので過ごしやすいと感じました。夜市も沢山あるので毎日楽しい日々でした。 

台湾 
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15.上海師範大学 

（１）大学情報 

キャンパス 所在地 

大学紹介 正規課程 語学学校 

上海に位置する、2 つのキャンパ

スに 19 の学部を擁する総合大

学です。約 4 万人の中国人学

生と、700 名近くの留学⽣が在

籍しています。有名な繁華街「徐

家匯」もすぐそばです。 

経済学・文学・歴史など文系に

強みをもつ教員養成総合大学で

す。 

40 ヶ国以上の約 2000 名を超

える留学⽣が学んでいます。

大学ホームページ

https://english.shnu.edu.cn/

（２）留学前費用（参照年度︓2019 年度）※

■中期︓￥224,480 
※ 含まれる費用 ︓VISA 申請費、保険費、住居費、⾷費、残⾼証明発⾏費など

含まれない費用︓航空費、現地⽣活費
上情報は 2019 年度に渡航した学⽣へのヒアリングによるものになります。実際にかかる費用は、それぞれの年度での
協定校の事情や受⼊条件、為替、学⽣個⼈の事情によって異なるため、ご参考として参照ください。

（３）先輩の声 

氏   名︓向井
む か い

 静
し ず

香
か

さん（写真左）

学   部︓国際教養学部国際日本学科  

学   年︓2020 年度卒（留学年次 3 年）

留学期間︓中期（語学学校）

上海師範大学は上海市に位置しており、上海市は中国における商業・⾦融・⼯業・交通などの中

心地です。そのため、大阪と変わらない大都市で、衣食住で困ることはありません。上海師範大学に

は４か⽉間留学し、⼤学内の留学⽣専用の語学授業を受けました。私のクラスの必修はリスニング・

会話・⽂法・読解の４つでした。他にも無料で受けられる上海語講座などや、有料ですが HSK 対策

講座もありました。 

中国 
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16.南ソウル大学 

（１）大学情報 

キャンパス 所在地 

大学紹介 正規課程 語学学校 

ソウルから電⾞で 1 時間の天安

市に位置した、7 つの学部から成

る学生数約 10,000 人の大学

です。 

教養課程・工学・商経学部など

が現地学生に人気です。 

初級から上級まで、３つのレベル

に分かれて授業を⾏います。

大学ホームページ

https://www.igs.nsu.ac.kr/

（２）留学前費用（参照年度︓2019 年度）

2019 年度に同⼤学に派遣していないため、参照費用なし。 

（３）先輩の声 

氏   名︓山下
や ま し た

葉⽉
は づ き

さん（写真右上）

学   部︓国際教養学部国際教養学科  

学   年︓2019 年度卒

（留学年次 3 年）

留学期間︓中期（語学学校、正規課程） 

南ソウル⼤学はソウルの中⼼地から離れたソンファンという所にあり、ソウルからは約 2 時間かかる田

舎町です。留学当初は、⽥舎の⽅は反⽇が多いと聞いた事があり不安はありましたが、そんな事はな

く、迷っていた私を大学まで案内しタクシー代まで出していただきました。優しい方が多く、日本に興味

がある方が多かった印象です。私は南ソウル大学で１学期間学部生として、語学授業と正規授業を

履修しました。日本人のいない⽥舎に留学したことで、語学⼒はかなり身についたと実感しました。 

韓国 
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17.光州大学 

（１）大学情報 

キャンパス 所在地 

大学紹介 正規課程 語学学校 

1981 年に創⽴された韓国・光

州市南区にある私⽴⼤学です。

福祉学・人文社会化学・経営学

などが現地学生に人気です。 

韓国語をまんべんなく学べるようにカリ

キュラムが組まれていますが、会話練

習等、インプットだけでなくアウトプット

できる場も多く設けられています。国

家資格を有する経験豊富な教師陣

による質の高い授業が特徴です。

大学ホームページ

https://www.gwangju.ac.kr/

（２）留学前費用（参照年度︓2019 年度）※

■中期︓￥105,910 

※ 含まれる費用 ︓VISA 申請費、保険費、住居費、⾷費、残⾼証明発⾏費など
含まれない費用︓航空費、現地⽣活費

上情報は 2019 年度に渡航した学⽣へのヒアリングによるものになります。実際にかかる費用は、それぞれの年度での
協定校の事情や受⼊条件、為替、学⽣個⼈の事情によって異なるため、ご参考として参照ください。

（３）先輩の声 

氏   名︓大崎
お お さ き

 彰
あ き

絵
え

さん（写真左から 2 人目）

学   部︓社会学部社会学科 

学   年︓2020 年度卒（留学年次 3 年）

留学期間︓中期（正規課程） 

光州⼤学は朝鮮半島の南⻄部、全羅南道の光州広域市にあり、ソウルから⾼速バスで 3 時間

半程の場所に位置しています。私は「⼈⽂社会⼤学語⽂⼈⽂系列韓国語教育科」⽣として⽣活

し、韓国語教育学や時事、⽂学史等を学びました。⼤学には⽇本⼈学⽣は私のみで不安な事もあ

りましたが、友達や先生方がとても暖かく、生活していくうちに現地での生活に溶け込んでいきました。ど

んな時も支えてくれる人たちがいたおかげで、充実した時間を過ごすことができました。 

韓国 
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18.建国大学 

（１）大学情報 

キャンパス 所在地 

大学紹介 正規課程 語学学校 

ソウル市に位置する、学生数約

25,000 ⼈の私⽴総合⼤学で

す。 

ソウルキャンパスには 15 の学部と

11 の大学院があります。教育の

国際化が進んでおり、正規課程

の約 30%が英語で実施されて

います。 

付属の語学堂（語学学校）で

は、自分の韓国語レベルに合っ

たクラスで、韓国語のインプット、

アウトプットを繰り返し、実践的

な能⼒を⾝に着けることができま

す。

大学ホームページ

https://eng.konkuk.ac.kr/

（２）留学前費用（参照年度︓2019 年度）

2019 年度に同⼤学に派遣していないため、参照費用なし。

（３）先輩の声 

氏   名︓梅
う め

影
か げ

 香
か

菜
な

さん（写真左）

学   部︓経営学部マーケティング学科 

学   年︓2019 年度卒

（留学年次 2 年）

留学期間︓中期（語学学校、正規課程）

建国大学は、ソウル中心部から地下鉄で約 15 分程の場所にあり、大学の近くに駅があるので交

通の便がとても良いです。また、⼤学の寮から徒歩圏内にスーパーや飲⾷店などがあり、とても⽣活が

しやすいです。私は建国大学に 4 ヶ⽉間留学し、語学学校、正規課程の授業両⽅を経験しました。

語学学校では、自分の韓国語レベルに合ったクラスに分けられ、実践的な能⼒を⾝に着けていきまし

た。正規課程の授業では経営学、アメリカ⽂学の授業を履修しました。授業は全て英語で進められて

いたので韓国語に自信のない方でも予習復習をしていれば理解することができると思います。

韓国 
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19.祥明大学 

（１）大学情報 

キャンパス 所在地 

大学紹介 正規課程 語学学校 

1880 年に中等教育機関が⺟

体となり、教員を養成する⼥⼦

師範大学として創設された、ソウ

ル市内に位置する総合大学で

す。 

自分の入りたい学科を選択し、

学科の内容に合った授業をとるこ

とができます。また、留学⽣専用

の授業も多々あり、全学科の留

学⽣が履修することができます。

レベル分けテスト後、各レベル・ク

ラスによって異なる文法や

TOPIK に向けた授業を履修しま

す。語学の授業だけでなく、学外

での文化体験なども盛り込まれて

います。 

大学ホームページ

https://www.smu.ac.kr/ko/index.do

（２）留学前費用（参照年度︓2019 年度）※

■中期︓￥149,245 
※ 含まれる費用 ︓VISA 申請費、保険費、住居費、⾷費、残⾼証明発⾏費など

含まれない費用︓航空費、現地⽣活費
上情報は 2019 年度に渡航した学⽣へのヒアリングによるものになります。実際にかかる費用は、それぞれの年度での
協定校の事情や受⼊条件、為替、学⽣個⼈の事情によって異なるため、ご参考として参照ください。

（３）先輩の声 

氏   名︓八木
や ぎ

 遥
は る

香
か

さん（写真左）

学   部︓国際教養学部国際日本学科  

学   年︓2020 年度卒（留学年次 3 年）

留学期間︓中期（正規課程）

祥明大学は、ソウル市の山の方にあり、繁華街にはバスで 30 分程度で⾏くことができます。学校

周辺にもお店がたくさんあるので⽣活に困ることはありませんでした。⽇韓関係についても不安でした

が、韓国の⼈達はとても暖かく、本当に親切にしてくれました。たくさんの韓国⼈や他の国の留学⽣と

仲良くなり、楽しく過ごせました。私は祥明⼤学に 4 ヶ⽉間留学しました。正規授業では韓国の⽂化

やメディアなどについて学び、語学学校では自分のレベルに合った内容で学ぶことができました。 

韓国 
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20.ボウバレー・カレッジ

（１）大学情報 

キャンパス 所在地 

大学紹介 正規課程 語学学校 

アルバータ州でも定評がある公

⽴カレッジで、年間 1 万 4 千

人の学生が学び、115 を超え

る国々から留学⽣を受⼊れて

います。

多種多様のビジネスコース、看

護・ヘルスケア関連プログラム、

インテリアデコレーティングなどの

専門コースが開講されていま

す。

通常の語学コース の他に、正

規課程への進学準備コースも

提供されています。

大学ホームページ

https://bowvalleycollege.ca/

（２）留学前費用（参照年度︓2019 年度）

過去に同⼤学に派遣した前例がないため、参照費用なし。

カナダ 
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21.サンシャイン・コースト大学 

（１）大学情報 

キャンパス 所在地 

大学紹介 正規課程 語学学校 

1996 年に設⽴されたオーストラ

リアでも新しい公⽴⼤学です。ク

イーンズランド州の州都ブリスベン

から約 1 時間離れた⼭と海に囲

まれた環境にあり、キャンパスには

最新の設備が整っています。 

サンシャイン･コーストという広大な

自然環境にあり、動物生態学や

自然環境学といった、その⽴地を

活かしたコースが有名です。 

キャンパス内に直営の英語研修

機関(EAP)があり、経験ある教

員による、それぞれのレベルに応じ

た英語教育を展開しています 

大学ホームページ

https://www.usc.edu.au/

（２）留学前費用（参照年度︓2019 年度）

過去に同⼤学に派遣した前例がないため、参照費用なし。

オーストラリア
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22.グリフィス大学 

（１）大学情報 

キャンパス 所在地 

大学紹介 正規課程 語学学校 

50 カ国以上の国から来た 5,000

⼈以上の留学⽣が学ぶ国際⾊豊か

な総合大学です。広大な都心のキャ

ンパスやゴールドコーストの海辺のキャ

ンパスなどに最新の施設・機器を備え

ています。

会計、ビジネス、ホテル経営など

140 以上のコースが開講されて

います。 

少人数制で充実した授業を受け

ることができます。一般的な英語

教育に加え、旅⾏やビズネス英

語等のクラスも設定されていま

す。グリフィス大学の施設も全て

利用できます。

大学ホームページ

https://www.griffith.edu.au/

（２）留学前費用（参照年度︓2019 年度）※

■中期︓￥1,226,296 
※ 含まれる費用 ︓VISA 申請費、保険費、住居費、⾷費、残⾼証明発⾏費など

含まれない費用︓航空費、現地⽣活費
上情報は 2019 年度に渡航した学⽣へのヒアリングによるものになります。実際にかかる費用は、それぞれの年度での
協定校の事情や受⼊条件、為替、学⽣個⼈の事情によって異なるため、ご参考として参照ください。

（３）先輩の声 

氏   名︓野村
の む ら

 駿
しゅん

介
す け

さん（写真後列右から 3 人目）

学   部︓国際教養学部国際教養学科 

学   年︓2019 年度卒

（留学年次 3 年）

留学期間︓中期（語学学校） 

グリフィス大学にはキャンパスが 3 つあり、私が通っていたキャンパスが位置するマウントグラヴァットは

クイーンズランド州のブリスベンの市街地よりバスで 30 分程度のところにある⾃然豊かな街です。 

留学当初は、初めての⼈との共同⽣活や海外⽣活で⾮常に不安を感じていましたが、ホストファミリー

の方が暖かく、海外⽣活に不慣れな私を親切に迎え⼊れてくれました。

私はグリフィス大学に 5 ヶ⽉留学をし、語学学校の授業を経験しました。

オーストラリア



38 

23.ディーキン大学 

（１）大学情報 

キャンパス 所在地 

大学紹介 正規課程 語学学校 

名誉あるオーストラリア年間⼤学

賞を 2 度も受賞した、ビクトリア

州に位置する総合大学です。メ

ルボルン周辺に 4 つのキャンパス

があり、優れた教育設備が整って

います。 

会計学・建築学・教育学・法学・

情報学・看護学・スポーツ科学は

世界トップクラスです。 

少人数制にこだわっており、教員

の⽬が⾏き届き、質問しやすい環

境です。クラスの平均人数は 15

名です。 

大学ホームページ

https://www.deakin.edu.au/

（２）留学前費用（参照年度︓2019 年度）

2019 年度に同⼤学に派遣していないため、参照費用なし。 

オーストラリア
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【資料 3】 
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【資料 4】 
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【資料 5】 
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【資料 6】 
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【資料 7】 



44 

【資料 8】 
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【資料 9】 
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（途中省略）

※同サンプルは個⼈情報保護のためモザイク加⼯していますが、提出時は加⼯不要。

【資料 10】 

顔写真 

・
・
・
・
・
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■TOEIC ■TOEFL 

■IELTS 
■英語検定 

【資料 11】 

顔写真 

顔写真 
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■中国語検定 ■HSK 

■韓国語能⼒検定 

■ハングル能⼒検定 

■実用タイ語検定 

顔写真
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※学内受診結果のハガキ、学外で受診した証明書でも可能。 

【資料 12】 
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【語学検定の概要】 

以下は応募に必要な語学検定試験になります。受験日程が限られていますので、応募に必要な語学

検定試験成績証明書を持っていない方は、各検定のホームページ等で必ず確認してください。 

検定名 概要 

IELTS
ア イ エ ル ツ

™ 
海外留学や研修、海外移住申請の際に英語の 4 技能の能⼒を証明するため

の試験 

TOEFL
ト ー フ ル

®
大学レベルの英語を使用・理解する能⼒（4 技能︓リスニング、リーディング、

スピーキング、ライティング）を測定する試験。 

TOEIC®L&R※
ビジネスの場面に特化した英語の⼒（リスニング、リーディング）を測定する試

験。 

実用英語技能検定 ⼩学⽣から社会⼈まで幅広い層を対象とした英語⼒測定試験。（英検）

中国語検定 中国語読解・聴解能⼒、翻訳能⼒を問うことに特化した試験。

HSK 
中国語による設問に中国語で答えることが求められる、中国語の運用能⼒の

みを問うことに特化した試験。 

韓国語能⼒試験 ⼤韓⺠国政府（教育省）が認定・実施する韓国語試験。（TOPIK） 

ハングル能⼒検定 ⽇本語を⺟語とする学習者を対象とした韓国語試験。

実用タイ語検定 ⽇本語を⺟語とする学習者を対象としたタイ語試験。（タイ検定）

※︓本要項では便宜上「TOEIC」と表記。 

【資料 13】 
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【語学検定のスケジュール】 

2021 年 3 月時点 

※︓スケジュールは変更となる場合があるので、各⾃で確認すること。

申込開始 申込締切

TOEFL 受験希望日の約6ヵ月前
WEB/電話︓受験希望⽇の7⽇前(中6⽇)

郵送︓受験希望⽇の4週間前必着

IELTS 受験希望日の約3ヵ月前
原則筆記テスト5日前の12:00(正午)

※受験希望⽇により締切が約1ヵ⽉前に

設定されている場合もあります

TOEIC L&R 受験希望⽇の約1〜2ヵ⽉前 受験希望⽇の約1〜2ヵ⽉前

2021年3⽉25⽇(⽊) 2021年4⽉15⽇(⽊)
2021年度第1回

【1次】2021年5⽉30⽇(⽇)

2021年度第1回

【2次】2021年6⽉27⽇(⽇)

もしくは2021年7⽉11⽇(⽇)

【1次】

WEB︓2021年6⽉14⽇(⽉)

成績表︓2021年6⽉22⽇(⽕)

【2次（6月27日(日)）】

WEB︓2021年7⽉6⽇(⽕)

成績表︓2021年7⽉13⽇(⽕)

【2次（7月11日(日)）】

WEB︓2021年7⽉20⽇(⽕)

成績表︓2021年7⽉27⽇(⽕)

2021年8⽉1⽇(⽇) 2021年8⽉27⽇(⾦)
2021年度第2回

【1次】2021年10⽉10⽇(⽇)

2021年度第2回

【2次】2021年11⽉7⽇(⽇)

もしくは2021年11⽉23⽇(⽕祝)

【1次】

WEB︓2021年10⽉25⽇(⽉)

成績表︓2021年11⽉2⽇(⽕)

【2次（11月7日(日)）】

WEB︓2021年11⽉16⽇(⽕)

成績表︓2021年11⽉23⽇(⽕祝)

【2次（11月23日(火祝)）】

WEB︓2021年12⽉2⽇(⽊)

成績表︓2021年12⽉9⽇(⽊)

2021年4⽉15⽇(⽊) 2021年5⽉15⽇(⼟)
第103回

2021年6⽉27⽇(⽇)

準1級・1級は2次試験あり

日程未定

2021年9⽉15⽇(⽔) 2021年10⽉15⽇(⾦)
第104回

2021年11⽉28⽇(⽇)

準1級・1級は3次試験あり

日程未定

HSK 受験希望日の約2ヵ月前 受験希望日の約1ヵ月前

2021年4⽉16⽇(⾦) 2021年4⽉30⽇(⾦)15時(予定)

未定 未定

WEB︓2021年3⽉5⽇(⾦)

郵送︓2021年3⽉19⽇(⾦)

WEB︓2021年4⽉25⽇(⽇)

郵送︓2021年4⽉23⽇(⾦)※消印有効

第55回 2021年春季

【全級】2021年6⽉6⽇(⽇)

第55回 2021年春季

【1級2次】2021年6⽉27⽇(⽇)

WEB︓2021年8⽉13⽇(⾦)

郵送︓2021年8⽉27⽇(⾦)

WEB︓2021年10⽉11⽇(⽉)

郵送︓2021年10⽉8⽇(⾦)※消印有効

第56回 2021年秋季

【全級】2021年11⽉14⽇(⽇)

第56回 2021年秋季

【1級2次】2021年12⽉5⽇(⽇)

（参考）2020年10⽉1⽇(⽊) （参考）2020年10⽉15⽇(⽊)
（参考）2020年度秋季

【1次】2020年11⽉8⽇(⽇)

（参考）2020年度秋季

【2次】2021年12⽉20⽇(⽇)

2021年9⽉23⽇(⽊) 2021年10⽉14⽇(⽊) 予定
2021年度秋季

【1次】2021年11⽉7⽇(⽇)

2021年度秋季

【2次】2021年12⽉19⽇(⽇)

日程未定

2級、1級は1次試験受験日より約21日後に、

2次試験受験日より約30日後に発送

2級、1級は1次試験受験日より約21日後に、

2次試験受験日より約31日後に発送

第77回

2021年7⽉11⽇(⽇)

第78回

2021年10⽉17⽇(⽇)

WEB︓1ヵ⽉以内

成績表︓2ヵ⽉以内に発送

WEB︓受験⽇から1ヵ⽉後

成績表︓受験⽇から2ヵ⽉後に発送

WEB︓2021年8⽉19⽇(⽊)15時

成績表︓受験⽇から約3ヵ⽉後に発送

WEB︓2021年11⽉25⽇(⽊)15時

成績表︓受験⽇から約3ヵ⽉後に発送

1級1次︓2021年6⽉17⽇(⽊)

2級〜5級、1級2次︓2021年7⽉5⽇(⽉)

結果

受験日から約6日後にETSアカウントで確認可能

⾃宅受験TOEFL iBT® Home Editionの場合は、

約6〜10⽇後にETSアカウントで確認可能

WEB︓受験⽇から13⽇後の13︓00以降

成績表︓受験⽇から13⽇後に発送

WEB︓受験⽇から17⽇後

成績表︓受験⽇から約1ヵ⽉後に発送

WEB︓1ヵ⽉以内

成績表︓1ヵ⽉以内に発送

試験日程

⽉3〜6回

ほぼ毎週実施

月1回

月1回

実用英語

技能検定

中国語検定

韓国語

能⼒試験

ハングル

能⼒検定

実用タイ語

検定 1級
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