
交換留学説明会
平成30年度春派遣

『中・長期留学』



本日の内容

1. 交換留学制度とは？
2. 交換留学制度の特徴
3. 留学中の生活①～⑥
4. 交換留学派遣学生の募集・選考
5. 学術交流協定校（交換留学先）の情報収集
6. 交換留学派遣学生の応募資格
7. 渡航までの準備・手続きフロー
8. 応募方法



海外の学術交流協定校から留学生を1名受け入れることで、
福井大学から学生を1名派遣することが出来る仕組み。

これにより、福井大学生は世界各地で世界基準の教育を受け
る機会が与えられる一方、福井大学にも世界中からの優秀な

留学生が集まることになります。

1. 交換留学制度とは？

福井
大学

留学先
大学

留学先大学＝福井大学の学術交流協定校
大学間交流協定：大学全体で学術交流協定締結しているもの。

部局間交流協定：各部局・研究科単位学術交流協定締結しているもの。



2. 交換留学制度の特徴

福井大学に在籍しているので
留学期間も修了年限に含まれる

留学先大学での
授業料・入学料の支払い不要
※福井大学に授業料の納入必須

留学先大学での在籍期間は、
1学期（半年）または2学期（1年）

多くの場合、募集留学先大学で、
年間約1～3名の学生を派遣

福井大学で、留学先大学の
入学手続き等のサポートを受けられる

留学先大学で正規開講科目を英語
または、現地語で受講

語学集中コースを受講することも可

卒業予定・要件の確認／科目の履修計画／留学先大学選び
派遣要件（成績・語学スコア等）の確認・準備には、時間を要するため

早い段階から、留学計画を立てることをお勧めします！



3. 留学中の生活①: 授業の履修編

天主教輔仁大学（台湾）
11学院（学部）で約200科目の授業が英語で開講されています。
現地学生や留学生と共に履修します。
例） 金融経済法、経済学、ジャーナリズム・コミュニケーション学、

スペイン語・スペイン文化、統計情報科学、電気工学、情報工学 他 （2016春）

交換留学では、授業（正規開講科目）を履修することが必須！
留学先大学によって、受講可能な科目や授業で使用する言語が異なります。

各留学先大学の開講科目リストやシラバスをよく確認して下さい！

東亜大学校（韓国）
世界各国から集まった留学生と共に、大学付属の語学学校（語学堂）
で韓国語の集中コースを受講します。

例） Korean Language Program for Foreign Students
Basic, Intermediate, Advanceの３コースからレベルに合わせて受講し、日常生活
に必要な韓国語の習得を目指します。 Basicコースでは、ハングル文字の書き方や発
音の基礎から学べます。



3. 留学中の生活②: 課外活動編

留学先大学での授業以外にも、留学生・全学生を対象としたさまざまな
イベントやアクティビティに参加することができます。

積極的に参加することで、交流の輪・学びの幅をさらに広げることが出来ます！

ヴィータウタス・マグヌス大学
（リトアニア）

大学内にあるスギハラ・ハウスでの
インターシップ活動に参加できる

可能性があります。



3. 留学中の生活③: 滞在先編

大学先留学にもよりますが、多くの場合、大学内外にある学生寮に
入ることができます。数人と同じ部屋もしくはフロアをシェアし、

キッチンは共有で利用することが多いです。

マカオ大学（マカオ）
学内に約10棟の、学生寮を保有し、「Residential College（ＲＣ）」と

呼ばれています。寮内には、ジムや食堂寮等が整備
されており、House Association（HA）という自治組織を形成し、

寮全体の管理をしています。寮ごとにイベント・勉強会等を実施して
いるため、学生寮が授業外で幅広い交流を持つ場になります。

学生寮滞在費用
MOP15,000／１学期間
（20～25万円前後）
※2人部屋・家具付き

インターネット
食費・活動費を含む



留学中の生活④: 大学付属施設編

図書館、食堂、ジム、保健センターなど、現地の正規学生と
同じ施設を利用することができます。大学の施設は一般価格より安価なことが

多いので、うまく利用することにより生活費を押さえることができます。

ナポリ東洋大学（イタリア）
Biblioteche（図書館）

クレムソン大学（アメリカ）
Swann Fitness Center （ジム）

ブカレスト大学（ルーマニア）
The Museum of the 

University of Bucharest
（美術館）

カセサート大学（タイ）
Infirmary（保健センター）



項目 おおよその費用

授業料・入学料・検定料 不要

ビザ申請に関わる費用

自己手配。
申請費用：数万円（例：アメリカ学生ビザUS$360）
※申請費用や申請方法は頻繁に変更になります
※申請にあたっては、各国の大使館等（多くの場合、
東京・大阪等に所在）に出向く必要があります。

往復航空運賃
自己手配。
欧米：15～20万円／アジア：3～10万円程度。

海外旅行保険／
現地の健康保険・キャンパス保険

20万円程度（年間） ※加入必須
現地加入保険は国や大学により異なります

宿舎費
大学の寮に入寮できる場合も多く、自己手配より安価に
滞在できます。宿舎費は各大学によります。

生活費（食費、交通費、雑費、娯楽
等）×滞在月数

国・地域、個人により異なります。

自身の希望に合わせてミールプラン（寮食）を追加できる
大学もあります。

留学中の生活⑤: 費用編

交換留学にかかる費用は、滞在先の都市レベルによって大きく異なりますので
留学先大学を選ぶ際の参考にして下さい。



日本学生支援機構海外派遣支援制度奨学金

対象者 奨学金支給対象の学術交流協定校へ交換留学
派遣生（個別に国際課に確認してください）

条件

以下の全ての条件をクリアするもの

・日本国籍を有する者又は日本への永住者
・前年度の成績評価係数（総登録単位数）が

2.3/3.0以上
・語学力が、原則TOEIC400点以上、
または前年度の英語の成績が2.3/3.0以上
・家計基準（原則、日本学生支援機構第二種
奨学金支給基準に準じる）をクリアするもの

支給
人数

支給可能人数に限りがあるため、選考により決定
する場合も有

支給
金額 地域により月額6～10 万円（最長12ヶ月）

募集
時期 交換留学派遣生の募集・選考時

福井大学学生海外派遣支援金

対象者 海外留学者および予定者

条件

以下の全ての条件をクリアするもの

・日本国籍を有する者又は日本への永住者
・学業成績が優秀で人格等に優れている者

支給
人数

支給可能人数は予算の範囲内のため、選考によ
る上位者より支給決定

支給
金額 留学期間が6か月以上の場合：金額未定

募集
時期

前期（5月頃）・後期（12月頃）毎に募集。
各募集要項を入手の上、各自が申請すること。

このほか、地方自治体や民間企業が
募集する奨学金や貸与型の奨学金等もあります。

留学中の生活⑥: 奨学金の受給編

条件を満たす場合には、各種奨学金の受給できる可能性があります。
以下は、主な返済不要の奨学金の一例です。



留学中の生活⑥: 奨学金の受給編

【日本学生支援機構（JASSO）海外留学支援制度奨学金】

奨学金月額：
甲地域：8万円/月 （例）アメリカ、フランス、ドイツ、イタリア
乙地域：7万円/月 （例）リトアニア、ポーランド、ルーマニア、ロシア、カンボジア、インドネシア、

韓国、マレーシア、タイ、ベトナム
丙地域：6万円/月 （例）台湾、中国、マカオ、モンゴル、ブルネイ

支給例：マレーシアの大学に2月5日から7月5日まで在籍する場合。
支給対象月：2月-6月分→7万円×5か月=35万円
支給方法：各月の在籍確認後、日本の銀行に各月末までに振り込み予定。

【福井大学学生海外派遣支援金】※平成29年度後期募集以降の詳細は未定のため、前期募集による例。

支援金額：留学期間による
6ヶ月以上*： 15万円 *1学期以上の交換留学，24週以上の渡航（期間には渡航日を含む）等
3ヶ月以上6ヶ月未満**： 12万円 **90日以上24週未満の渡航（期間には渡航日を含む）等
※日本学生支援機構（JASSO）海外留学支援制度奨学金との併給はできません。

支給例：マレーシアの大学に2月5日から7月5日まで在籍する場合。
24週未満→12万円 指定の期日に日本の銀行に振り込み予定。



留学中の生活⑥: 奨学金の受給編

【日本学生支援機構（JASSO）海外留学支援制度奨学金：Q&A 】
Q：今回の春募集に応募せず、平成30年度に留学を予定している場合でも、奨学金は受給できますか？
A：日本学生支援機構（JASSO）奨学金は、毎年度必ず採択されるわけではありませんので、平成30年
度の奨学金については、未定です。

Q：何人くらい受給できますか？
A：平成29年度は、春に留学する学生の増加を見込んだ枠を確保していますので、成績、家計の要件を
満たす人は、受給できる可能性は高いといえます。ただし、採択された人数や金額は上限があります
ので、募集状況等により受給できる人数は変わります。

Q：留学期間中は、毎月奨学金を受給できますか？
A：ひと月に８日間以上、派遣先大学に在籍している月が奨学金の支給対象月となりますので、留学開
始が月末の場合、夏休み期間中に一時帰国する場合、留学終了が月初めの場合等、奨学金を受給
できない月があります。

Q：他の奨学金と併給は可能ですか？
A：貸与型奨学金の場合は、併給が可能です。日本学生支援機構の貸与型奨学金（一種・二種）の受給
者は、留学期間中の継続・休止について、学生サービス課に事前にご相談ください。給付型奨学金
の場合、月額がJASSO奨学金月額を超えない場合、併給が可能です。ただし、福井大学学生海外
派遣支援金との併給はできません。また、給付団体側が併給を認めていない場合がありますので、
注意してください。



4. 交換留学派遣学生の募集・選考

■募集：年2回

対象 募集時期

秋
出発

留学開始時期が
8～10月の間

12月頃

春
出発

留学開始時期が
1～4月の間

7月頃

募集留学先大学や、募集人数は、
募集時期や年度によって異なります。

応募にあたっては、募集留学先大学のリスト及び
その応募資格をよく確認してください。

■選考：書類・面接

内容 時期

書類
学業成績
語学力

留学・学習計画書等
応募締切日

面接
場合によっては
実施する

応募締切後
指定日



5.学術交流協定校（交換留学先）の情報収集



各留学先大学、学部により応募資格は異なります。

＜参考＞
・ 所属学部
・ 語学能力（TOFEL、IELTS、その他言語試験）
・ 学業成績(GPA)

※大学別募集要項に詳細記載あり
※国際地域学部生は、応募にあったって、以下の
要件を満たしている必要があります。
・ GPA2.5／TOEFL ITP530点
・ GPA3.0／TOEFL ITP550点（早期留学者）

6. 交換留学派遣学生の応募資格



7. 渡航までの準備・手続きフロー

時期 内容
以前 ※留学目的を明確にする

※行先（国・地域、大学）、留学時期を決定

7月26日（水） 留学説明会実施・派遣学生募集開始

8月25日（金） 応募締切

8月下旬～ 選考（書類・面接）
※場合によっては面接を実施する

9月中旬 派遣可否・奨学金推薦順位決定
学内委員会にて留学承認

選考結果通知、「留学願」の申請

9月下旬～ 各大学への申請準備、手続き

10月以降～ オリエンテーション①

各大学からの受入許可通知
ビザ取得

オリエンテーション②

各自、渡航・留学開始



8. 応募方法

① 平成30年度福井大学学術交流協定校留学調査票
② 留学申込書（所属別）
③ 推薦書
④ 留学計画書（工・医）／学習計画書（教・国）
⑤ 語学能力を証明する書類の写し（英語の場合はTOEFL等）
⑥ 留学に係る経費負担証明書
⑦ 学業成績通知書
⑧ 誓約書
⑨ 健康診断書
※指定の様式は、福井大学ホームページにデータをアップロードしています
ので、各自でダウンロードしてご使用下さい。

応募締切：平成29年8月25日（金）１７：００
提出先 ：福井大学国際課（文京・松岡・敦賀）



留学に興味を持たれた方

国際課
（大学会館１Ｆにいます！）

TEL:0776-27-8404
Email: studyabroad@ml.u-fukui.ac.jp

交換留学を含む留学には、長期的、段階的な計画が不可欠です。
留学を検討される方は、国際課職員がお話しを伺いますので、

お気軽にお立ち寄りください！


