
交換留学説明会
2019年度秋出発

『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①～④
4. UMAPについて
5. 交換留学派遣学生の募集・選考について
6. 渡航までの準備・手続きフロー
7. 留学経費・奨学金について
8. 交換留学派遣学生の応募資格
9. 応募方法
10.学術交流協定校（交換留学先）の情報収集



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・研究科単位で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

マカオ大学（マカオ）
人文科学、ビジネス、教育、法学、科学技術、社会科学等の分野の
授業が開講されており、現地学生や留学生と共に履修します。
特にカジノビジネスを確立させたエンターテイメント産業においては、
世界的にも先進的な研究が進められている。

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、大学附属の語学学校（語学堂）で
韓国語の集中コースを受講します。要件を満たせば、学部授業を履修することも可能。
コース例） 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
基礎から学ぶことができます。



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！

ハンブルク大学
（ドイツ）

タンデム（母語の異なる２人がペアになり，互いの得意
な言語や文化を学びあうこと）を通して、

外国語を学んだり、日本語を教えることができます。



3. 留学中の生活③: 滞在先編

留学先大学にもよりますが、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。

アサンプション大学（タイ）
学内に3棟の「Residential Halls」を有しています。

寮内には、レセプション/セキュリティが、24時間常駐しているため
安心して生活することができます。

また、レジデント・ホール・アドバイザーには、学業面のみならず、現
地の法律問題や個人的な問題について相談することも可能です。

学生寮滞在費用
4,000バーツ／１ヶ月

（15,000円程度）
※2人部屋・家具付き
インターネット利用料、

諸経費を含む



3. 留学中の生活④: 大学附属施設編

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）

ブカレスト大学（ルーマニア）
Museum（美術館）

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

浙江大学（中国）
Campus Hospital（学内病院）



4.UMAP留学

オーストラリア 日本 パプアニューギニア

ブルネイ 韓国 フィリピン

カンボディア ラオス ロシア

カナダ マカオ サモア

チリ マレーシア シンガポール

中国 メキシコ 台湾

フィジー モンゴル タイ

グアム ミャンマー アメリカ合衆国

香港 ネパール ベトナム

インドネシア ニュージーランド

ＵＭＡＰ
加盟国・地域の例

※ 近年活動が活発でない
国/地域もあります。

福井大学は、UMAP（University Mobility in Asia and the Pacific：
アジア太平洋大学交流機構）と学術交流協定を締結しています。

UMAPは、アジア太平洋地域における高等教育機関間の学生・教職員の
交流促進を目的として設立されたコンソーシアムです。特に、コンソーシアムに

参加する海外大学間の学生の受入れ・派遣を行うための制度の整備に努めています。



UMAP留学

フィリピン De La Salle University Ifugao State University

タイ Dhurakij Pundit University Kasem Bundit University

韓国 Hanyang University Sangmyung University

台湾 I‐Shou University Nanhua University

マレーシア
Universiti Kebangsaan

Malaysia
Universiti Malaysia 

Terengganu

※ 上記大学を含む計41大学で募集有り。
（2019年秋学期留学開始第1サイクル募集分）

ＵＭＡＰ‐ＵＳＣＯ
加盟大学の例

※ 年に2回の募集期間

があり、募集大学は時期
によって異なります。

UMAP-USCOによる交換留学生度とは？
韓国、マレーシア、メキシコ、フィリピン、台湾 、タイ等の

参加大学に授業料免除で1学期または2学期間、
交換留学することができます。



応募・選考・奨学金等について
（国際課からの説明）



5．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
派遣

留学開始時期が
8～10月の間

前年
1月頃

春
派遣

留学開始時期が
1～4月の間

前年
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
各留学先大学の応募資格をよく確認してください。

■ 選考：書類（必要に応じて面接）

内容 時期

書類
学業成績
語学力

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



6. 渡航までの準備・手続きフロー

第１期（秋派遣） 第２期（春派遣）

留学説明会実施、募集開始 1月

応募締切 2月

学内選考
学内委員会にて推薦可否の決定

2‐3月

各大学への出願手続き
奨学金関係書類の提出

3月

各大学からの受入許可通知
ビザ取得

4‐6月

7月 留学説明会実施、募集開始

留学開始 8‐9月 応募締切

9‐10月
学内選考

学内委員会にて推薦可否の決定

10‐12月 各大学への出願手続き
奨学金関係書類の提出

12‐2月 各大学からの受入許可通知
ビザ取得

2‐3月 留学開始

帰国、報告書提出

帰国、報告書提出

※募集要項(p.2)に掲載



項目 おおよその費用

授業料・入学料・検定料 不要（福井大学の授業料の支払必須）

ビザ申請に関わる費用

自己手配、自己負担。
申請費用：数千円～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、自己負担。
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。

7. 留学経費

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。

※募集要項(p.6)に掲載



Ⅰ．日本学生支援機構海外留学支援制度奨学金

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

支給
要件

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

交換留学派遣生の決定後、必要提出書類につい
て国際課から案内

Ⅱ．（参考）平成30年度福井大学学生海外派遣支援金

対象者 海外留学者及び予定者

支給
要件

以下の全ての条件をクリアするもの

・前年度の成績評価係数（総登録単位数）が
2.0/3.0以上

支給
人数

支給可能人数は予算の範囲内のため、選考によ
り対象者の上位者より支給決定

支給
金額

留学期間が3ヶ月以上6ヶ月未満：12万円
留学期間が6ヶ月以上、または交換留学で1学期
間の留学：15万円

募集
時期

随時受付
（但し、原則として渡航1ヶ月前までに申請）

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。

奨学金

条件を満たす場合には、各種奨学金を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。

※募集要項(p.7)に掲載



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（TOEFL、IELTS、その他語学能力試験）
・ 学業成績(GPA)
※学内選考にあたっても重視される項目です！
※2月受験分のTOEFL ITP試験結果も選考に間に合います。

※大学別募集要項（p.8)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）

8. 交換留学派遣学生の応募資格

※募集要項(p.4)に掲載



9. 応募方法

① 2019年度 福井大学 学術交流協定校交換留学 留学調査票
②（様式１）留学申込書
③（様式２）学習計画書
④（様式３）留学に係る経費負担証明書
⑤ 誓約書
⑥ 推薦書
⑦ 学業成績通知表

（不可・不受を含むもの）
⑧ 語学能力を証明する書類の写し
⑨ 健康診断書
⑩ パスポート（既に取得済の場合のみ）

※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：2019年2月21日（木）１７：００
提出先 ：福井大学国際課（文京・松岡・敦賀）



※ 応募にあたっての注意事項

◆ 2月のTOEFL受験／結果開示日～申請締切日まで福井不在の方

「情報公開願」を予め教務課に提出ください！

ーこの書類がないと、最新のスコアで選考を行う

ことが出来ません。

①スコア上昇を見込んだ応募書類

②現状のスコアを加味した応募書類

ー２パターン提出すること！



UMAPへの応募方法

■ 2019年2月15日（金）
UMAP 第2サイクル 募集大学発表、学内募集開始

■ 2019年2月21日頃
学内応募締切、学内審査

■ 2019年3月上旬
派遣可否通知、UMAPへの申請書提出

■ 2019年3月上旬～4月下旬
UMAPより派遣先大学結果通知

募集人数は、福井大学全体で 7名 です。
以下は、UMAP交換留学（2019年秋学期留学開始-第2サイクル）の
学内募集スケジュール案です。確定版及び募集概要については、

学生ポータル/福井大学HP/留学情報ML等を通して、後日お知らせします。

募集要項・募集大学は
後日福井大学HP上にア

ップロードし、メールでお
知らせします！



10.学術交流協定校（交換留学先）の情報収集

◎留学情報ページ

※募集要項(p.4)に掲載



・受入要件（GPA、語学力等）

・履修可能学部・コース

・英語開講科目

・学生寮 など



◎留学体験談（留学オアシス内）

福井大学の協定校の情報を掲載したページや
国際課前の留学情報スペースを活用してください！

■北米
・フィンドレー大学
・クレムソン大学
■ヨーロッパ
・ﾙｰﾏﾆｱ・ｱﾒﾘｶ大学（ﾙｰﾏﾆｱ）
・ｳﾞｨｰﾀｳﾀｽ・ﾏｸﾞﾇｽ大学（ﾘﾄｱﾆｱ）
・ナポリ東洋大学（イタリア）
・ハンブルク大学（ドイツ）
■アジア
・東呉大学（台湾）
・天主教輔仁大学（台湾）
・釜山外国語大学校（韓国）
・マカオ大学（マカオ）
・ﾎｰﾁﾐﾝ市外国語情報技術大学（ﾍﾞﾄﾅﾑ）
・貿易大学（ﾍﾞﾄﾅﾑ）
・アサンプション大学（ﾀｲ）
・マラヤ大学（ﾏﾚｰｼｱ）



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！


