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留学経験のメリット：

• 語学力（リスニング力・TOEICスコア・等）が向上する。

• 海外でしかできない経験で視野を広げることができる。

• 就職活動で評価される。

• 海外の知り合いができる。

• 人間的に成長する。

時間的に余裕がある学生時代は、留学を経験する絶好
の機会です。
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山口大学は世界各国の大学と交流協定を結んでいます。

仁荷大学（韓国）

国立中興大学（台湾） 山東大学（中国）

エアランゲン大学（ドイツ）

オクラホマ大学（アメリカ）

リジャイナ大学（カナダ）

山口大学の学生として交流協定を締結している大学に
留学する場合、次のようなメリットがあります。

• 授業料の免除
山口大学に授業料を払うだけで、留学先の大学に払う必要
がない（ただし一部例外あり）。

• 単位互換が可能
留学先で取得した単位を、山口大学で取得した単位とみな
すことができる（一部対応科目）。

• 交換留学は休学しなくてもよい
計画的に単位取得を行えば、４年で卒業も可能。

• 安心して留学できる
留学経験のある先輩から直接情報を得ることができる。
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（１） 交換留学・・・交流協定大学に1年または半年

(2) 海外短期語学研修・・・交流協定大学に約一カ月

(3) サマースクール・・・交流協定大学に3週間程度

※４月26日（金）にソウル市立大学（韓国）及び

山東大学（中国）

４月30日（火）に中興大学（台湾）

のサマースクールの説明会を実施します。

※4月23日（火）に説明会を実施します。

(1) 交換留学

※交流協定大学には次の２種類があります:

• 大学間附属書締結大学
・・・全ての学部・大学院に所属している学生が対象

• 学部間附属書締結大学
・・・特定の学部・大学院に所属している学生が対象

※本学と交流協定を結んでいる大学の詳細はＨＰをご覧ください。

山口大学に在学したまま、交流協定大学に「１学期間」ま

たは「一年未満」留学する制度
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派遣実績のある大学

仁荷大学校、公州大学校（韓国）・・・大学間

国立中興大学（台湾）・・・大学間

山東大学、北京師範大学（中国）・・・大学間

ハノイ理工科大学（ベトナム）・・・理工学研究科（理）

ニューカッスル大学（オーストラリア）・・・大学間・理工学研究科（工）

キャンベラ大学（オーストラリア）・・・教育学部

リジャイナ大学（カナダ）・・・大学間

オクラホマ大学（アメリカ）・・・大学間

エアランゲン・ニュルンベルグ大学（ドイツ）・・・大学間

ロンドン大学（イギリス）・・・大学間・理工学研究科（工）

セントラル・ランカシャー大学（イギリス）・・・教育学部・工学部

交換留学に関する注意

• 大学によっては、語学力試験(TOEIC等)のスコアに条件が課
される場合があります。

• 制度上、単位互換は可能ですが、語学力の問題で、留学先
で該当する専門の授業が受講できない場合があります。ま

た、専門や留学先の所属によっては、留学先で取得した単

位を、山口大の単位として読替ることができない場合もあり

ます。

※交換留学を検討している方は、「留学生センター」、「学務係」、
「指導教員」等とも相談し、事前に十分なリサーチを行っておいて
下さい。
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(2) 海外語学研修

(3) サマースクール

交流協定大学の「リジャイナ大学（カナダ）」、「ロンドン大

学（イギリス）」、「北京師範大学（中国）」に短期留学をして

英語と中国語を学びます。

※4月23日（火）12時から、メディア講義室で説明会を実施します。

交流協定大学の「ソウル市立大学（韓国）」、「国立中興

大学（台湾）」、「山東大学（中国）」で語学学習や文化体

験を行います。

※４月26日（金）「ソウル市立大」（演習室34）「山東大」（演習室35）

4月30日（火）「国立中興大」（演習室34）

で説明会を実施します。

アメリカ ドイツ 中国 韓国 台湾

生活費 ６０ ３０ ２０ ３４ 30

住居費 ５ ３０ ２０ １６ 0

娯楽費 １５ ２０ ２０ １０ 15

渡航費 ２０ ２０ １０ ５ ８

合計 １００ １００ ７０ ６５ 53

（単位：万円）

半年の留学にかかる費用（例）

• 留学先から奨学金を受けられる場合もあります。

• 留学費用とは別に、山口不在時のアパートの家賃等の費用
もかかります。
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特に、留年せずに卒業を目指す場合には、低学年時からきちんと

計画を立てておく必要があります。

例えば３年次に留学する場合・・・

１年

２年

３年前期

３年後期 実習、就職活動

４年前期 就職活動

４年後期 卒論

留学可能期間

留学までの流れ

7月上旬： 年１回各部局を通じて募集
（翌年派遣する学生を前年に募集）

↓
８～９月： 各部局へ応募書類を提出

（部局によって締切が異なるため事前に確認が必要）
※留学先で言語能力を要求されている場合は、この
時点で条件を満たしている必要がある。

↓
１０月上旬： 各部局からとりまとめて推薦
↓

１０月上旬： 面接
↓

１０月中旬： 決定
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※以下の内容は、留学時期や留学先によって異なります。

入学許可申請書類一式を「留学生支援室」へ提出
↓
派遣先大学より受入許可書が届く
（入学許可申請締切から約１ヵ月後以降）
↓
留学許可
↓
以降は原則各自が責任を持って手続きをすすめてゆきます。
（アドバイスやサポートは留学生支援室が行います。）
・ビザ申請・航空券手配
・単位や学部として必要なその他の手続き
・派遣先大学からの指示に従い書類提出
↓
各部局にて渡航前に必要な手続きを済ませて出発。

• １・２年次の早い段階でなるべく多く取得しておくと良い。

• ４年生の教育実習は、学務と相談して次の年に受けられるよう
変更可能な場合もある。

• 留学先で取得できる単位互換については事前に調べておく。

単位について

就活について

• インターネットで海外にいてもエントリーが可能である。

• 語学力が要求される企業では留学経験はアピールになる。

• ただ遊びに行ったと思われないよう、留学の動機や留学時の
経験などを明確にアピールできるように準備してことが必要。
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留学生センターでは、皆さんの留学を全力でサ
ポートします。不明な点は気軽に相談に来て下
さい。

おわり

- 8 -



山口大学の留学制度について 

Ⅰ．山口大学で出来る海外留学の種類 

 (1) 交換留学 

   ①交換留学の制度   

山口大学は、多くの海外の大学と大学間交流協定、学部間交流協定を結んでいます。 

交換留学とは、山口大学に在学したまま、交流協定大学に１学期間あるいは１年未満

留学する制度で、交換留学できる大学は、別紙一覧のとおりです。 

 「大学間附属書締結大学」への留学は、山口大学に所属する正規学生（学部生・大

学院生）全てが対象となります。ただし、所属部局のカリキュラムによっては留年し

てしまう場合がありますので、所属部局で履修科目の確認が必要となります。 

一方、「学部間附属書締結大学」への留学は、協定を締結している特定の学部・大

学院に所属する正規学生（学部生・大学院生）しか留学することができません。交換

留学生の募集から決定までを該当部局が行いますので、詳細は該当部局に問合せて下

さい。 

②交換留学制度を利用することのメリット 

○留学先の大学へ授業料を支払わなくてもよい（一部例外あり） 

ただし、山口大学へは留学期間中も授業料を納める必要があります。 

○留学先の大学で取得した単位の互換ができる 

単位の互換には所属部局等の認定が必要です。 

○交換留学は「休学」しなくてもよい 

語学学習やワーキングホリデー等で学期中に海外で学習や研修をする場合には「休

学」することになり、その期間は卒業に必要な修業年限に含まれません。 

○留学先は協定校なので安心して留学できる 

個人で留学する場合は、留学先選定・申請・各種手続きのすべてを自分でしなけれ

ばなりませんが、交換留学の場合は、適宜、アドバイスやサポートを受けることが

できます。ただし、基本的に留学は、受け身ではなく積極的に考え行動することが

求められますので、その心構えは必要です。 

③単位についての留意点 

  原則的に単位互換が可能ですが 

  ・語学レベルの問題で、専門の授業が受講できず、外国人向けの語学の授業しか受

講できない。 

    ・自分の専門や留学先の所属によっては、留学先で取得した単位の読替が出来ない。 

等の問題が生じる可能性があり、これらの問題に対処するためには、留学前に各自が

所属する学部等の学務担当係及び指導教員と十分に相談してください。 

また、計画的に必要な単位を修得しておく等の措置が必要です。更に留学先の授

業科目等をあらかじめ調べておき、留学先での修得が十分でない場合には、留年する

可能性についても考慮する必要があります。 
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(2) 海外短期語学研修 

外国語を習得するには、その言葉が日常話されている環境に身をおき、その国の文化

に接しながら習得するのが効果的です。  

 山口大学留学生センターでは、夏休みや春休み期間中に海外短期語学研修プログラム

を実施しています。英語、中国語、韓国語の研修プログラムがあり、研修機関はすべて

山口大学の協定校で、安心して参加することができます。英語研修プログラムに参加し，

研修前に開講される事前研修を受講することにより「海外英語研修」の単位認定が可能

です。 

派遣先 国・地域 言 語 派遣期間 申込み 

リジャイナ大学 カナダ 英 語 
＜夏プログラム＞ 
 8 月～9月 

6 月予定 

リジャイナ大学 カナダ 英 語 
＜春プログラム＞ 
 2 月～3月 

12 月予定 

北京師範大学 中国 中国語 
＜夏プログラム＞ 
 8 月～9月 

6 月予定 

北京師範大学 中国 中国語 
＜春プログラム＞ 
 2 月～3月 

12 月予定 

ロンドン大学 イギリス 英 語 
＜夏プログラム＞ 
 8 月～9月 

6 月予定 

ニューカッスル大学 オーストラリア 英 語 
＜春プログラム＞ 
 2 月～3月 

12 月予定 

韓国外国語大学校 韓国 韓国語 
＜春プログラム＞ 
 2 月～3月 

12 月予定 

  (3) サマープログラム 

サマープログラムは、山口大学の協定校が主催する短期のプログラムです。ただし、

単位認定はありません。時期・内容はプログラムによって異なりますが、言語だけでな

く文化体験ができる、様々な国の学生と交流の機会がある等、それぞれ特徴があり充実

しています。また、参加費用等の免除のため人数制限がある場合は、面接で参加者を決

定します。募集期間や実施時期は、プログラムによって異なりますので、各学部または

留学生支援室の掲示板をこまめにチェックして下さい。 

（現在募集中のサマープログラム） 

○韓国・ソウル市立大学校（2013 年８月５日（月）～22日（木）） 

  【学内説明会】４月 26 日（金）12:00～12:40 共通教育棟３階 演習室 34 

○中国・山東大学（2012 年７月 15 日（月）～８月 11 日（日）） 

  【学内説明会】４月 26 日（金）12:00～12:40 共通教育棟３階 演習室 35 

○台湾・中興大学（１期 7/17～7/30 ２期 7/31～8/13 ３期 8/17～8/27） 

  【学内説明会】４月 30 日（火）12:00～12:40 共通教育棟３階 演習室 34 
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Ⅱ．留学の効果（留学経験者アンケートの回答より） 

(1) 語学力 

  ①英語 

「TOEIC の点数は、伸びはあまり感じられなかったがリスニング力がとても上がっていた。

それよりも、会話力がとてもついたので日常会話は問題なくこなせるようになった。」

  ②初習外国語 

  「まったく話せない状態で留学した私でも、1年後には中国人の友達と談笑したり、現地の

テレビや映画を楽しんだりできるようになりました。」 

(2) 人間力 

    「積極性と行動力が非常についたと思います。自分の場合はアメリカの大学の行事や活動

にはほぼ出席していたので活動的になれたと思います。また、たくさんの国の文化とそ

の国の人々と交流を深めることができたので異文化理解や広い視野で物事をとらえられ

るようになったと思います。」 

「留学先ではたくさんのかけがえのない友達ができました。最高の一年間を共に過ごした

仲間は一生の宝です。今でも毎日チャットなどで連絡をとっており、非常に楽しいです。」 

Ⅲ．計画性 

   留学する際には、４年単位で計画を立てなければなりません。実習、就職活動、資格試

験等、留学ができない時期がいつかを明確にし、ここから留学ができる期間を逆算する必

要があります。上述した様に、単位取得に対する計画、自分の進路との関連性、語学の勉

強など留学までに準備しておかなければならないことなどを計画的に検討しましょう。 
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留学経験者からのアドバイス 

Ｑ 留学準備を始めたのはいつ頃からですか？ 

 ・大学２年の秋に交換留学の申請を行い、その後１年間山口大学で語学の勉強と留学資金を

アルバイトで貯めたのち、大学３年の夏に中国に留学しました。 

・留学に行ったのは２年から３年に上がる春休みだったが、１年の時から留学を意識してい

たため２年の前期から留学に向けて中国語の勉強に力を入れていた。渡航や向こうでの生

活等の準備は留学が決定した後に全て行った。 

 ・２年生の後期くらいだったと思います。留学したいという思いは大学に入ったころからあ

りましたが、実際の英会話力などをふまえて、時期を考えました。 

Ｑ 留学前又は留学後の勉強についてアドバイスをお願いします。 

 ・毎日外国語で友人たちと交流できることが、留学で享受できる最大のメリットです。 

語学講義や自己学習での語彙の勉強に加えて、学んだ言葉をすぐに友人たちとの会話に取

り入れることで「どうすればより自分の意思を伝えられるか」が見えてくると思います。 

自己学習のインプットと、友人との交流によるアウトプットをバランスよく行うことが、

効率的に語学を学ぶポイントです。ゆえに留学において友人は宝物です。 

 ・とにかく覚えて、覚えた単語や表現を会話の中で使うこと。間違ってもいいから積極的に

話すことが大事だと思う。自分は寮の売店や食堂でお店の人に積極的に話しかけるように

心がけていた。 

Ｑ 留学前の単位取得についてアドバイスをお願いします。 

 ・私の場合、３年次での留学でしたので、帰国後すぐに就職活動がありました。単位は１、

２年次の早い段階で多く取得されるのが良いかと思います。 

 ・留学前に専門の授業の単位を出来るだけ取っていたので、帰国後が楽だった。共通の単位 

も 1年の内に取っておくと余裕があっていいと思う。 

 ・私は３年の後期に留学したので、人よりは留学時期が遅いと思います。４年生での教育実

習は学務の方々と相談して、次の年に受けられるよう変更してもらいました。留学の旨を

伝えると、学務係の方が対応してくれると思います。 

 ・私は、３年前期までに、ゼミ以外の授業をとり終えてから行きました。また、とり終えて

いなくても、留学先でとった単位で、交換できるものもあるので、先に調べておくといい

と思います。 

Ｑ 留学先で、どのようにして現地の学生と交流を深めましたか。 

 ・留学生向けのイベントがたくさんあるので、まずはそれに参加しました。また、同じ授業

で友達を作りました。授業の勉強とともに、一緒に遊んだり、英語も教えてもらっていま

した。日本のような形のサークルや部活とは少し異なりますが、Japanese Student 

Association のような、団体もありました。 
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 ・何とか話しかけて、共通の話題で盛り上がること。話しかけられたら、よほどの事が無い

限り拒絶しないこと。 相手も同じ人間ですから、あかるく素直にあたたかく接すれば良

いでしょう。 

Ｑ 習慣の違い、マナー、対人関係などのトラブルで注意することはなんでしょうか。 

 ・習慣の違いについては、自分の常識を押し付けず相手を受け入れましょう。マナーについ

ても相手を思いやることが基本です。対人関係については、できれば日本人の集団にとど

まることは避けましょう。犯罪については危ない場所には近づかないこと、自分の身を自

分でしっかり守りましょう。日本人は無警戒すぎるというのが外国人の印象だそうです。 

 ・世界にはいろんな宗教の人がいるので、理解が必要だと思います。帰りが夜遅くなり過ぎ

ないようにするなど、注意したらいいと思います。 

 ・窃盗事件は多かったので、貴重品には必ず目を離さないようにしていました。（外出先で

はバック、学校ではパソコンや電子辞書）海外は日本のように安全ではありません。 

Ｑ 留学先からどのように就職活動を行いましたか。 

 ・海外に居るとなると、説明会などに出られなかったので、ネットの情報をできるだけ収集

しました。帰国したのが１月で、大体の企業が 12 月からエントリーシートの提出が始まっ

ていたので、少し出遅れたところもありましたが、帰ってからすぐスタートすればまだ間

に合いました。私の場合、中国に居る間は悔いを残さず帰りたかったので、一時は就職活

動のことを考えず、帰ってから気持ちを切り替えて就職活動に臨みました。 

・私は教員志望なので、留学先から帰国してすぐ、教員採用試験の対策講座に応募しました。 

就職活動の場合は、リクナビなど、インターネットを使用してエントリーが出来たりする

ので、国内外関係なく、情報を取り入れることが出来ると思います。留学前に、就職支援

の方に相談してみてはどうでしょうか。 

Ｑ 就職活動の際、留学経験がどのように影響しましたか。 

 ・プラスの面ではやはり留学経験を問われた時に応えられることかと思います。また、語学

力が必要な企業を志望するのであれば、その点はアピールしやすいです。しかし、留学を

どのようにアピールするかはマイナス面というより難しいところではあります。企業の方

に、ただ遊びに行ったなどと思われない様に、自分がなぜ留学に行ったのか、留学先でど

のように過ごすことができたかなどを明確にしておくことが必要だと思います。 

・よく就職活動中に「留学」を羨む学生やいいアピールポイントだと言う学生に出会いまし

たが、そのような事を言う学生は一次面接以降出会いませんでした。それに自分は留学が

出来たことに感謝こそすれ、一回もアドバンテージになったと考えたことは有りません。

むしろ留学から帰ってきて自分の能力の低さや経験の無さに危機感を覚えながら就職活動

をしました。同じ時期に留学した学生（他大学）をみてみると、「何とかなるだろう」と

か「英語が出来れば」とか考えている学生は総じて自分のやりたい事とかけ離れた職につ

いています。今思うと、この「危機感」を持って就職活動に取り組めた事が良い結果、納

得できる就職先に辿り着くことを可能にしてくれたのかもしれません。 
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Ｑ 留学したことで何がどのように変わったと思いますか。 

 ・自分にとって全く未知の環境であっても、目標を見定めて日々努力すれば結果は伴うのだ

と知りました。具体的に、留学を通じて全く話せない状態から意思疎通に支障をきたさな

いレベルに到達し、自分の中で世界が格段に広がりました。また、全く初学者という立場

からの留学とその成功を経て、「人生は自分からつかみにいかなければ何も得ることはで

きないのだ」と感じるようになりました。 

 ・もちろん語学力はあがりました。（TOEIC も２００点あがりました！）しかしそれだけでな

く、一番精神的に成長できたと思います。日本にいた時は、英語で話すことすら恥ずかし

がって出来ませんでしたが、現地の人といろいろな話をしてコミュニケーション出来たり、

世界中の人と意思疎通することが出来るのは、やはり英語のおかげだと思います。また世

界からの日本を見る目を知って、日本の文化や人々と客観的にみることができました。私

を内面から変えてくれたのは、この留学生活のおかげだと思います。 

 ・留学先では、学生は非常に勉強熱心でとても刺激を受けました。異なる文化の人と関わる

ことで、知識も増え、考え方も柔軟になった気がします。また、積極的に聞く、自己主張

をするなど、刺激を受けながら成長出来ました。 

Ｑ 現在、留学を考えている学生へのメッセージをお願いします。 

 ・留学を考えている方をぜひ応援したいです。自分で実際に行って、自分の目で確かめて、

実感していただきたいです。聞くだけではわからないことがたくさんあると思います。自

分で探りながら苦労して成功していくのも、いい経験になるのかなとも思います。私が留

学したころより、求められる語学力のハードルが上がっており、大変かもしれませんが、

興味のある方にはぜひ行って頂きたいです。きっと、素晴らしい経験が出来るので、挑戦

してください！ 

・留学を決意する時に、金銭面なども考えてずっと悩んでいた時期もありました。しかし今

は、本当に留学に行って良かったと思います。留学経験をした人なら、誰もが感じる気持

ちだと思います。社会人になってしまったらおそらく自分のための時間はとることが難し

くなります。学生のうちに、最後に自分への挑戦をしてみてはどうでしょうか。勉強した

ぶん、努力したぶん、それらが必ず経験として自分に返ってきます。視野を広げたり、世

界を目に向けたい場合にも、英語の必要性を感じている人はぜひ留学してみてください。

人生のたった１年間でも、３６５日の全てが最高の宝物になりますよ！ 

・おそらく、留学した場合就職活動が遅れるのではないかと気にしている人がいると思うが、

私の場合は全くその遅れは感じなかった。留学したことで自分の経験は確実に増えたし、

何より自分に自信が持てるようになった。そのことで就職活動も自信をもって臨むことが

できたので留学が就職活動の妨げになることはあまりないと思う。もし就職活動が遅れる

などの影響があったとしても留学によって得たことが与える良い影響のほうが大きいと思

うので、少しでも留学に興味がある人には一カ月でもいいのでぜひ留学に行って欲しい。 

・留学となると色々考えてしまい、不安にもなるかと思いますが、学生の時間があるときに

留学を経験するのは自分にとってプラスになると思うし、とても貴重な経験ができると思

います。ぜひ、留学先でいっぱい勉強して、いっぱい遊んで、色んな経験をして欲しいと

思います。頑張ってください！ 
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〔留学の流れ（大学間附属書締結大学）〕

年１回各部局を通じて募集（７月上旬 基本的に翌年派遣する学生を前年に募集）
　↓
各部局へ応募書類を提出（８～９月 各部局によって締め切り設定が異なるため事前に確認が必要）
注：留学先での言語能力を要求されている場合は、この時点で条件を満たしていること。
　↓
各部局がとりまとめて留学生支援室へ推薦（１０月上旬）
　↓
面接（１０月上旬）
　↓
決定（１０月中旬）

●以下は、留学時期や留学先によって締め切り等は異なる。

入学許可申請書類一式を、留学生支援室へ提出
　↓
入学許可申請書類一式を派遣先大学へ送付（留学生支援室より一括で郵送）
　↓
派遣先大学より受入許可書が届く（入学許可申請締切から約１ヵ月後以降）
　↓
留学許可
　↓
入学許可申請以降は、基本的に各自が責任を持って手続きをすすめていく。
（適宜、アドバイスやサポートは留学生支援室で行う。）
　・ビザ申請・航空券手配等
　・各学部で単位や学部として必要なその他の手続きについて確認
　・派遣先大学からの指示に従って書類を提出
　↓
各部局にて渡航前に必要な手続きを済ませ、出発。

〔参考 過去５年間の交換留学実績大学（学部間附属書締結大学）〕

交換留学生の募集から決定までを該当部局が独自に行っているため、
詳細は該当部局に問合せをすること。

教育学部 キャンベラ大学（オーストラリア）
〃 イヴァン･フランコ記念リヴィウ国立大学（ウクライナ）

理工学研究科（理学系） ハノイ理工科大学（ベトナム）

理工学研究科（工学系） ロンドン大学（イギリス）
〃 ニューカッスル大学（オーストラリア）

医学系研究科（工学系） ロンドン大学（イギリス）
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大学間交流協定校紹介

国名 協定校名 所在地 留学期間 学　　部 募集人員 ＵＲＬ 費用（参考）

(Spring）３月初旬～６月中旬（１６週）

(Fall)９月初旬～１２月中旬（１６週）

(Spring）３月初旬～６月中旬（１６週）

(Fall)９月初旬～１２月中旬（１６週）

(Spring）３月初旬～６月中旬（１６週）

(Fall)９月初旬～１２月中旬（１６週）

(Spring）３月初旬～６月中旬（１６週）

(Fall)９月初旬～１２月中旬（１６週）

(Spring）３月初旬～６月中旬（１６週）

(Fall)９月初旬～１２月中旬（１６週）

【６ヶ月】
生活費１７万円
住居費　８万円
娯楽費１０万円
渡航費　５万円
合計 　４０万円

【参考：年間】
１１３万円

【参考：年間】
１１３万円

【参考：年間】
１１３万円

【参考：年間】
１１３万円

韓国

昌原大学校
（Changwon National
University）
学校種別：国立

慶尚南道昌原市
市林洞9番地

人文科学部、経済・商学部、工学部、文芸学部、自然科学部、社
会科学部 ５名

国立昌原大学校は、韓国昌原市にある
国立の総合大学であり、前身の馬山師
範大学の改組により1979年に設立され
た。現在、6学部、学生定員1学年約
3,000人、および大学院より構成されて
いる。特に工学部は近接する昌原テクノ
パークとの密接な関連により、産学協同
による連携関係が特色であり、韓国国
内外において高い評価を受けている。
このように、工学分野において世界の
最先端を行く大学であり、研究によって
得た先端技術を積極的に当該国の企
業に還元し、地域振興にも多大なる貢
献をしている。緊密な産学官共同体性
を構築しており、昌原工業地区の中心
大学とされている。挑戦的に発展して行
く大学として高い評価を得ている。

http://eng.changwon.ac
.kr/html/00_main/

http://www.hufs.ac.kr/

韓国

慶尚大学校
（Gyeongsang National
University）
学校種別：国立

慶尚南道晋州市
加佐洞900

人文学部、社会科学部、自然科学部、経営学部、工学部、農業生
命科学部、法学部、師範学部、獣医学部、医学部、看護学部、海
洋科学部

５名

慶尚大学校は1948年に慶尚南道晋州
市七岩洞150番地に設立された道立初
級晋州農科大学が始まり。1953年、正
規4年生大学に昇格、晋州農科大学と
なる。1955年、晋州市七岩洞92番地に
キャンパスを移転し、附属農場と牧場が
開場する。1968年、道立大学から国立
大学に昇格する。

http://www.gnu.ac.kr/main/

韓国

韓国外国語大学
（Hankuk University of Foreign
Studies）
学校種別：国立

ソウル特別市東
大門区里門洞
270

英語学部、西洋語学部、東洋語学部、日本語学部、中国語学部、
社会科学部、法科学部、商科学部、グローバル経営学部、国際学
部、教育学部、通翻訳学部、語文学部、東ヨーロッパ学部、人文
学部、商科学部、自然科学部、情報産業工科学部、自由専攻学
部、国際スポーツレジャー学部

５名

韓国外国語大学校は、「真理・平和・創
造」を校訓に1954年に設立され、韓国
語を始め世界主要24ヶ国語を教育して
います。1974年には、外国語研修院が
付属機関として設立され、外国人のた
めの韓国語教育はもちろん、韓国人を
対象として英語、日本語、中国語などを
教育しています。韓国語及び韓国文化
を学ぼうとする外国人、在外韓国人の
ために、より一層力を入れ始めました。
大学は、ソウル市内の東側に位置し、ソ
ウル中心部から地下鉄で約20分ぐらい
の距離にあります。外国語の専門大学
でもあり、充実した授業カリキュラム、講
師陣の質の高さには定評があります。

http://www.inha.ac.kr/

韓国
公州大学校
（Kongju National University）
学校種別：国立

忠清南道公州市
新官洞（シングァ
ンドン）182

教育学部、人文・社会科学部、自然科学部、工学部、産業科学
部、映像・健康科学部 ５名

1948年公州師範大学として設立され、
韓国における中等教育教員養成の中
核的機関としての役割を担ってきた。
1991年には総合大学に昇格して、3つ
のキャンパスに6学部及び7大学院を有
するに至った。さらに、2004年に天安市
の天安工業大学を統合して、現在では
学生数が全国10位になるなど、全国有
数の規模を誇る。教育学部は韓国にお
いてトップレベルの評価を受けており、
入試競争率が非常に高い。

http://www.kongju.ac.kr/

特色

韓国
仁荷大学校
（Inha University）
学校種別：私立

仁川広域市南区

機械工学部、生命化学工学部、ナノシステム工学部、電子電気工
学部、コンピューター工学部、情報通信工学部、新素材工学部、
環境土木工学部、建築学部、数学統計学部、自然科学系列、経
済学部、国際通商学部、経営学部、国語教育科、英語教育科、社
会教育科、教育学科、体育教育科、数学教育科、法学部、社会科
学部、東洋語文学部、西洋語文学部、人文学部、生活科学部、医
豫科、医学科、看護学科、芸術体育学部、アジア太平洋物流学
部、グローバル金融学部

8人（economics and
business)
３人（engineering)
２人(humanities）
２人（それ以外の学
部）

1954 年創設の仁荷工科大学を前身と
する私立の総合大学。学生交流に力を
入れており、短期で開催される韓国語・
韓国文化を学ぶ研修は好評を得てい
る。韓進グループが大学運営に携わっ
ている。
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大学間交流協定校紹介
国名 協定校名 所在地 留学期間 学　　部 募集人員 ＵＲＬ 費用（参考）特色

(Spring）３月初旬～６月中旬（１６週）

(Fall)９月初旬～１２月中旬（１６週）

(Spring）３月初旬～６月中旬（１６週）

(Fall)９月初旬～１２月中旬（１６週）

(Spring）３月初旬～６月中旬（１６週）

(Fall)９月初旬～１２月中旬（１６週）

(Spring）３月初旬～６月中旬（１６週）

(Fall)９月初旬～１２月中旬（１６週）

(Spring）３月初旬～６月中旬（１６週）

(Fall)９月初旬～１２月中旬（１６週）

ソウル市冠岳区
冠岳路1

農学・生命科学部、経営学部、歯学部、教育学部、工学部、芸術
学部、人文科学部、人間環境科学部、法学部、医学部、音楽学
部、自然科学部、看護学部、社会科学部、薬学部、獣医学部

２名

1946年に設立され、韓国では最古で最
大の大学である。1950、60年代で学部
や研究所の数が飛躍的に増え、現在は
16の学部や約80もの研究所などから構
成されている。教育、研究とも、韓国最
高のレベルを誇る。留学生は交換留学
生が比較的多く、日本人の比率は他の
大学と比べると少な目。

http://www.useoul.edu
/

【参考：年間】
１１３万円

【参考：年間】
１１３万円

【参考：年間】
１１３万円

【参考：年間】
１１３万円

【参考：年間】
１１３万円

http://www.kunsan.ac.k
r/

韓国
群山大学校
（Kunsan National University）
学校種別：国立

全羅北道群山市
米龍洞山68番地

人文学部、芸術学部、社会科学部、自然科学部、工学部、海洋科
学部 ５名

群山大学校は、全羅北道群山市米龍洞
山68番地に本部を置く大韓民国の国立
大学である。1979年に設置された。大
学の略称はKNU。

http://www.ajou.ac.kr/
english/intro/main.jsp

韓国
梨花女子大学校
(Ewha Womans University）
学校種別：私立

ソウル特別市西
大門区大 洞
11-1

人文科学部、社会科学部、自然科学部、工学部、芸術学部、教育
学部、法学部、経営学部、健康科学部、薬学部 ５名

「梨花女子大学校」は通称「梨大（イ
デ）」と呼ばれるミッション系の女子大
学。名門との誉れが高く、大学部の学
生数は１万5000人を超え、女子大として
は世界最大の規模です。1886年 にアメ
リカの宣教師メアリー・F・スクラントン
が、前身となる韓国人女子教育の塾
（韓国初）を設立。その後、梨花学堂、
梨花女子専門学校と名前を変え、1945
年に今の「梨花女子大学」となりました。
校訓は「真・善・美」。 梨大の校内は女
子大らしく、清潔感が漂っていますが難
点が１つ。それは坂道が多く、半ば登山
をしているような気分にさせられること。

http://www.ewha.ac.kr/
kor/index.jsp

韓国
亜洲大学校
（Ajou University）
学校種別：私立

京畿道水原市霊
通区遠川洞山5
番地

工学部、情報通信学部、自然科学部、経営学部、社会科学部、人
文学部、法学部、医学部、看護学部、基礎教育学部、国際学部 ５名

文化、歴史、産業的に由緒がある水原
に位置している亜州大学は1973年に設
立されて以来、優秀な教授陣と先進教
育の実践を学生中心の教育環境、水準
の高い教育、多様な学問と様々なプロ
グラムを提供する学校として発展してき
ました。

http://english.uos.ac.kr
/
参考：
http://www.seoulnavi.c
om/miru/1402/

韓国
ソウル市立大学校
（University of Seoul）
学校種別：公立

ソウル特別市東
大門区典農洞
（チョノンドン）90

法学部、経済学部、工学部、人文学部、自然科学部、都市科学
部、芸術体育学部 ３名

ソウル市立大学は、ソウル市が運営す
る公立の大学として1918年に設立さ
れ、当初は農業分野を中心としてスター
トし、その後1986年に総合大学として改
編、現在都市科学を中心に７つの学部
と28の学科、8つ大学院を持ち、中でも
工学部と自然科学部が有名な韓国人な
ら誰もが知る総合大学です。国際教育
院は、韓国語教育機関として2008年に
設立されたばかりの新しい学校です。そ
のためまだ規模も小さく、その分アット
ホームで講師と学生の距離が近いのが
大きな魅力。日本人率は低い方です
が、日本人の評判はとても良い学校で
す。観光でおなじみの東大門から近い
清涼里駅が最寄りの、豊かな自然に囲
まれた恵まれた環境でのびのびと勉強
できます。

韓国
ソウル大学校
（Seoul National University）
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大学間交流協定校紹介
国名 協定校名 所在地 留学期間 学　　部 募集人員 ＵＲＬ 費用（参考）特色

(Spring）２月下旬～６月中旬

(Fall)９月初旬～１月下旬

(Spring）２月下旬～６月中旬

(Fall)９月初旬～１月下旬

(Spring）３月初旬～７月中旬

(Fall)９月初旬～１月中旬

(Spring）３月初旬～７月中旬

(Fall)９月初旬～１月中旬

【１１ヶ月】
生活費２７万円
住居費２４万円
娯楽費１１万円
渡航費１２万円
合　 計７４万円

【１０ヶ月】
生活費３０万円
住居費３０万円
娯楽費２０万円
渡航費１０万円
合計　　９０万円

【参考：年間】
７４万円

【参考：年間】
６７万円

http://www.gzu.edu.cn/中国
貴州大学
（Guizhou University）

貴陽市花渓北校
区

人文学部、外国語学部、法学部、芸術学部、経済学部、管理学
部、理学部、農学部、林学部、生命科学部、コンピュータ科学工学
部、情報工学部、機械工学部、電気工学部、材料科学冶金工学
部、鉱業学部、資源環境工学部、化学工学部、土木建築工学部、
動物科学部、職業技術学部、継続教育学部、明徳学部、科学技
術学部、人武教育学部、貴州大学六盤水エネルギー鉱業学部

４名

貴州大学は貴州省にある唯一の総合
大学です。1942年に設立され長い歴史
と共に近年では、同省にある芸術学
院、農学院、貴州工業大学との合併で、
今後ますますその総合化を目指す動き
を示しています。大学の教育方向として
は、英語を中心とする外国語教育に力
が入れられています。日本語も同様に
重要視されており、学習希望者も多い。
そのため、2003年に外国語学部に属し
ていた日本語科が独立し、日本語学部
として昇格しました。学生生達の学習意
欲は高く、普段の生活で実施に日本語
と接触する面は少ないにもかかわらず、
皆、向上心を持っています。

http://www.bnu.edu.cn
/

中国
武漢理工大学
（Wuhan University of
Technology）

武漢市洪山区珞
獅路205号

経済学部、文学・法学部、国際学部、芸術・デザイン学部、自然科
学部、資源・環境工学部、材料科学工学部、メカトロニクス工学
部、自動車工学部、オートメーション学部、コンピュータ科学技術
学部、情報工学部、土木工学・建築学部、交通学部、航法学部、
エネルギー・電力工学部、経営科学部

５名

武漢理工大学は現在8つの主要な分野
について教育を行っていますが、そのな
かでも技術工学や自然科学といった分
野を基礎に置いて教育を行っていま
す。具体的には自然科学、技術工学、
人文科学、経済学、経営学、法律学、哲
学、教育学といった分野についての学
習ができます。大学部では55種類のプ
ログラムを専攻科目とすることができる
ようになっており、修士課程では51種類
のプログラムを、博士課程では14種類
のプログラムを専攻することができるよ
うになっています。キャンパス内には図
書館が3棟あり、そこに収められている
蔵書の数は全部で272万冊にもなりま
す。学習している生徒の数は37000人ほ
どで、その規模は大きく中国の大学の
中でも4番目の規模となっています。

http://english.whut.edu.
cn/index.html

中国
北京師範大学
（Beijing Normal University）

北京市海淀区新
街口外大街１９
号

文学院、歴史学院、哲学社会学院、法学院、経済与工商管理学
院、教育学院、外国語言文学学院、芸術与伝媒学院、数学科学
学院、物理学系、化学学院、天文系、信息科学与技術学院、教育
技術学院、生命科学学院、心理学院、地理学与遥感科学学院、
環境学院、管理学院、体育与運動学院

５名

北京師範大学は北京市海淀区にある
中国教育部直属の国家重点大学であ
り、教育学を主体に文理系学部を併せ
持つ総合大学です。1902年に創設され
た京師大学堂師範館を前身とし、100年
以上の歴史を持ち、中国の大学ランキ
ングでは常にベスト１０に入る超エリート
大学で、師範系では中国のトップ大学で
す。現在、北京師範大学は30以上の国
や地域と提携関係があり、100ヵ所余り
の大学や国際組織または企業と友好関
係を築いています。現在は50を越える
国や地域から2000人余りの留学生を受
け入れ、国際交流に対して積極的な取
り組みを行っています。

中国
山東大学
（Shandong　University）

山東省済南市山
大南路27号

文学部・史学部・哲学部・経済学部・経営学部・法学部・理学部・工
学部・医学部・教育学部・軍事学部

８名
各学部２名ずつ

山東大学は中国にある大学の中でも、
最も古くに設立された名門大学の一つ
として知られている大学です。山東大学
は1901年に設立された学校であり、中
国における2校目の国立大学として設立
されました。最近では、中国政府により
中国国内における重点大学に指定さ
れ、2001年には中国の教育省により21
校の国内主要第一級大学のうちの一校
にも選ばれています。山東大学は国際
的な学術交流と協力を重視しており、ア
メリカ、カナダ、日本、韓国、フランス、ド
イツ、イギリス、ロシア、イスラエル、
オーストラリアなど40あまりの国・地区
の70あまりの大学と協力協定を結んで
います。1980年以来、60カ国の留学を
受け入れてきました。現在、在籍してい
る留学生数は2000人です。

http://en.sdu.edu.cn/
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大学間交流協定校紹介
国名 協定校名 所在地 留学期間 学　　部 募集人員 ＵＲＬ 費用（参考）特色

(Spring）３月初旬～７月中旬

(Fall)９月初旬～１月中旬

(Spring）２月中旬～６月中旬

(Fall)９月初旬～１月中旬

(Spring）２月中旬～６月下旬

(Fall)９月中旬～１月中旬

(Spring）２月中旬～６月下旬

(Fall)９月中旬～１月中旬

(Spring）２月中旬～６月下旬

(Fall)９月中旬～１月中旬

【参考：年間】
８０万円

【参考：年間】
８０万円

【参考：年間】
８０万円

【参考：年間】
９９万円

【１０ヶ月】
生活費３０万円
住居費　２万円
（住居費免除：
電気代等のみ）
娯楽費１５万円
渡航費　５万円
合計 　５２万円

http://en.fcu.edu.tw/w
Site/mp?mp=3

台湾
大葉大学
（Da Yeh University）
学校種別：私立

台湾彰化県
大村郷學府路
168号

工学部、管理学部、デザイン芸術学院、外国語学部、バイオテクノ
ロジー資源学部 ５名

特に工学部とデザイン芸術学部の評判
がいい

http://www.dyu.edu.tw
/6100.php

台湾
逢甲大学
（Feng Chia University）
学校種別：私立

台湾 台中市
西屯区 文華路
100号

工学部、商学部、理学部、人文社会学部、情報電機学部、建築学
部、経営管理学部、進修社会学院文学院 ５名

工学、商学、建設、人文社会学などの
学部を有する中規模私立大学。留学生
担当スタッフも面倒見が良く、初めて台
中へ来た留学生に寮や住居探しなどの
手伝いもしてくれ、アットホームな雰囲
気。各クラスのレベルにあった選択科目
が用意されている。

http://www.nchu.edu.t
w

台湾
東海大学
（Tunghai University）
学校種別：私立

台中市中港路三
段181号

文学部、理学部、工学部、管理学部、社会科学部、農学部、デザ
イン&芸術部、法学部、進修推進部 ５名

東海大学は台湾の西部にある台中とい
う都市に位置している、キリスト教系の
私立大学である。東海大学は2005年に
創立五十周年を迎えた。大学は牧場が
併設しており広大なキャンパスと設備の
充実さで知られている。大学には6学
部、33学科あり、学生数は約16,000人。

http://www.thu.edu.tw/
1_chinese/index.php

台湾

国立中興大学
（National Chung Hsing
University）
学校種別：国立

台湾台中市南区
国光道250番

文学院、農業天然資源学院、理学院、工学院、生命科学院、獣医
学院、社会科学管理学院、研究センター、その他 (Innovation
Incubator 等) ２名

国立中興大学は，台湾中西部の台中市
にある台湾有数の国立大学で，1919年
台北帝国大学付属・農林専門学校とし
て設立され, 1971年に国立中興大学と
なりました。工学，理学，生命科学，文
学，社会科学，獣医学，農学の７つの学
部があり，研究センターを中心とした先
端的研究が行われています。台湾中部
において，台湾文部省国際的トップ大
学 育 成 プ ロ ジ ェ ク ト （ International
‘Advancement to the Top’ Project.）の
ワールドクラス大学として選ばれた唯一
の大学であり，研究，教育課程ともに総
合的な活動を行っています。台北の台
湾大学，台南の成功大学とともに中興
大学は台湾における3大大学の一つで
す。

中国
首都師範大学
（Capital Normal University ）

北京市西三環北
路105号

数学科学部、物理学部、化学部、生命科学部、資源環境学部、信
息工程学部、教育技術学部、文学部、歴史学部、政法学部、教育
科学部、外国語学部、初等教育学部、音楽部、美術学部

５名

首都師範大学は1954年に設立され、文
科、理科、工科、管理、法律、教育、外
国語など諸学科を含む北京市でも有名
な総合大学です。特に教師の養成にお
いて大変優れた実力を有しています。
首都師範大学は、北京市の投資により
運営され、国に指定された21世紀重点
建設100校のうちの一つです。1965年か
ら留学生募集事業を開始しています。
大学は合計45の学院学部学科からなっ
ており、在籍学生数は2.6万人に及んで
います。また、60の修士学科、45の博士
学科では留学生の受け入れを行ってお
り、特に「中国語」、「歴史」 「教育」、
「美術」、「音楽」、「書道」などの学科は
留学生に大変人気があります。

http://eng.cnu.edu.cn/
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大学間交流協定校紹介
国名 協定校名 所在地 留学期間 学　　部 募集人員 ＵＲＬ 費用（参考）特色

(Spring）２月中旬～６月下旬

(Fall)９月中旬～１月中旬

(Spring）２月中旬～６月下旬

(Fall)９月中旬～１月中旬

(Spring）４月中旬～７月下旬

(Fall)１０月中旬～２月中旬

アメリカ合衆国

オクラホマ大学
（University of Oklahoma）
学校種別：州立

660 Parrington
Oval Norman OK
73019-0390

(Spring）１月中旬～７月下旬
(Fall)８月中旬～２月中旬

建築学、文学・理学、ビジネス学、生涯教育学、工学、芸術学、地
学、法学、保健学、歯学、薬学、看護学、医学、公衆衛生学

【必要な語学レベル】
　TOEFL (paper based): 500
   iBT TOEFL (Internet based): 61
   IELTS: 6.0

３名

http://www.ou.edu/we
b.html

【１０ヶ月】
生活費４０万円
住居費４５万円
娯楽費２５万円
渡航費２５万円
合計 １３５万円

台湾
開南大学
（KaiNan University）

台湾桃園県蘆竹
郷新興村開南路
1号

商学部、運輸観光学部、情報学部、人文社会学部 ５名

開南大学は、台湾の国際空港がある桃
園県にキャンパスがあり、5学部25学科
ある私立大学。
桃園国際空港から車で２０分ほどの場
所に位置し、台北や高雄のような大都
会ではないが台湾らしい風景が広がっ
ている。
海外からの留学生のために全て英語で
授業が行われる「国際名誉コース」が設
置されており、中国語と英語と両方を学
ぶことができる大学である。

【参考：年間】
８０万円

【１２ヶ月】
生活費２４万円
住居費３０万円
娯楽費２４万円
渡航費１８万円
合計   ９６万円

オクラホマ大学は、1890年に設立され、
アメリカ合衆国の中でも有数の伝統あ
る総合大学である。3人の宇宙飛行士を
含む177,110人を超える卒業生を送り出
しており、現在、30,000人を超える学生
が学んでおり、110ヶ国、1,600人を超え
る留学生を受け入れている。また、大学
内には常に2,000人以上の教員がおり、
予算も豊富なため、研究をする大学生
にとってすばらしい場所である。大学内
には、生活するためのほとんどの施設
が設けられており、大学内のみで生活
することが可能。警察署、スタジアムま
で完備してある。

http://www.dyu.edu.tw
/english/

ドイツ

エアランゲン大学
（Friedrich-Alexander
Universit t Erlangen-N 
rnberg, ）

Schlossplatz 4
91054 Erlangen,
Germany

Faculty of Theology
Faculty of Law
Faculty of Medicine
Faculty of Arts I(Philosophy, History, Social Sciences)
Faculty of Arts II(Languages and Literatures)
Faculty of Natural Sciences I(Mathematics and Physics)
Faculty of Natural Sciences II(Biology, Chemistry, and Pharmacy)
Faculty of Natural Sciences III(Earth Sciences)
Faculty of Business Administration, Economics and Social
Sciences, Faculty of Engineering
Faculty of Education

　【申請条件】
　ドイツ語の授業を２００時間以上受講又は２００時間以上相当の
単位を取得した者

３名以内

エアランゲン大学は、バイエルン州で2
番目の規模となっており、特に学部の
種類が多く、ドイツの大学で提供されて
いる学科の90％をここで学べ、全部で
265講座が開講されています。キャンパ
スはエルランゲンとニュルンベルクの2
箇所に位置し、学生の3分の2がエアラ
ンゲンの9つの学部で、残りの学生が
ニュルンベルクの2つの学部で学んでい
ます。当時はプロテスタント色の強い大
学であったが、現在は、宗教色は残って
いません。同大学ではComputational
Engineeringなど英語で行われる課程を
設けており、目下、そうした国際課程を
さらに充実させています。また、同大学
では日本の科学技術や政治経済、文化
に対する関心が非常に高く、日本学科
で学ぶ学生が多数おり、数名の日本人
教師も在職しています。

http://www.ou.edu/we
b.html

台湾
静宜大学
（Providence University）

台湾台中市沙鹿
区中棲路200号

外国語文学部、人文社会科学部、理工学部、経営学部、コン
ピューター情報学部 ５名

静 宜 大 学 （ 英 語 名 ： Providence
University ）はカトリックの共学大学でア
メリカ合衆国インデイアナ州にある
American congregation of the Sisters
of Providence of St. Mary-of-the-
Woods によって創立されました。大学の
始まりは１９２０年までさかのぼります。
市内からは離れていますが、自然が豊
かで集中して勉強する環境に恵まれて
います。 日本語学科もあるため、日本
語を勉強する台湾人学生と知り合うチャ
ンスも多く、言語の勉強も可能です。
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大学間交流協定校紹介
国名 協定校名 所在地 留学期間 学　　部 募集人員 ＵＲＬ 費用（参考）特色

(Spring）１月中旬～４月下旬

(Fall)９月中旬～１２月下旬

(Spring）７月下旬～１１月下旬（１６週）

(Fall)２月下旬～６月下旬（１６週）

(Spring）１月中旬～５月中旬

(Fall)９月中旬～１月初旬

http://www.uclaninternational.org/

【参考：年間】
１３８万円

イギリス

セントラル・ランカシャー大学
（University of Central
Lancashire）
学校種別：公立

Preston,
Lancashire, PR1
2HE United
Kingdom

　International Foundation Program（通称IFP）
　留学条件
　　IELTS 4.5 overall with IELTS 4.5 in writing
　　TOEFL Internet based test (IBT) 50＋

＊TOEFL IELTS いずれかの公式スコアが必要 TOEFL ITP で
は留学できません。

５名

セントラル･ランカシャー大学は、1828年
の設立以来、いくつかの他の教育機関
との合併を経て成長し、今では主だった
キャンパスをイギリス北西部のカーライ
ル・プレストン・ペンリスに置いていま
す。セントラル・ランカシャー大学の留学
生に対するサポートには定評があり、
2006年のTimes Higher Awardではその
手 厚 い サ ポ ー ト を 評 価 さ れ て 、
International Excellence を受賞しまし
た。セントラル・ランカシャー大学は学生
のユニオンも活発であり、留学生への
行き届いたケアと併せて見て、生徒を中
心に置いた大学の校風を伺うことがで
きます。

http://www.uts.edu.au/　

【参考：年間】
１３８万円

オースト
ラリア

シドニー工科大学
（University of Technology,
Sydney）
学校種別：公立

ニューサウス
ウェールズ州シド
ニー

人文社会学部・経営学部・デザイン建築学部・工学情報技術学
部・法学部・看護助産保健学部・理学部

TOEFL 510以上、TOEFLiBT 64以上、IELTS 5.0以上の英語能力

５名

シドニーにキャンパスを３つ持つ大規模
校です。学部課程は10学部から成り、ビ
ジネス学部の規模が大きく約9000人も
の学生がビジネス学部で学んでいま
す。全体の生徒数は約3万人のこの大
学は、他にもaccounting やarchitecture
のプログラムでも授業レベルが高く、入
学基準も高いことで知られています。そ
のほか、スポーツや旅行学の分野も国
内トップクラスですが、留学生に人気が
あるのはMBAやITのプログラム。授業
で産業界で活躍している人物を特別講
師として招いたり、コースによってはイン
ターンシップで単位を会得できる機会を
設けるなど、実践的な教育を行っていま
す。全体の留学生の数も多いですが、
スタッフにも英国権威外出身の人たち
が沢山いるため、学校内環境はとても
国際的です。

【参考：年間】
１６２万円

http://www.uregina.ca/カナダ
リジャイナ大学

3737 Wascana
Parkway, Regina,
Saskatchewan,
Canada, S4S
0A2

人文学、芸術学、教育学、科学、社会福祉学、経営学、体育学

【必要な語学レベル】
　TOEFL internet Based-overall 80; reading 19,listening
19,speaking 18,writing 18
　TOEFL computer based:213 with essay score of 3.5
  TOEFL paper based:550 with essay score of 3.5
　IELTS overrall band score of 6.0 with no band less than 5.0

　TOEIC730以上でも応募は可能だが、上記のレベルを満たしてい
る者 を優先する。

１名

リジャイナはバンクーバーから飛行機で
２時間半あまりの大草原にある人口１９
万４千人の町でサスカチュワン州の南
部に位置します。ここはカナダの 中で
は太陽に恵まれた州都です。大学は北
米で最も大きな、都市にある公園である
美しいワスカナセンターにあります。こ
の公園には大学の他に州議会の建物
や美術館、博物館、散歩道、スキー用
のこみちや自転車用のこみち、アイマッ
クスシアターなどがあります。公園まで
は空港および町の中心街から車で１５
分の距離にあります。リジャイナ大学は
国際的に認められ各種の認可を受けた
州立大学です。キャンパスは二つあり９
学部と三つのカレッジがあり、学部レベ
ルでは３０の学士号やディプロマ、サー
ティフィケートを授与しています。留学生
の割合は約４％です。主な専攻は経営
学、教育学、人文学、美術、体育学、科
学、福祉、法学、ジャーナリズムです。
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International Student Advisers 

Student tutors            

★場所     （吉田地区）共通教育棟２階ラウンジ 
  Place           General Education building 2nd floor lounge 

          （常盤地区）工学部本館１階留学生センター宇部室 
Main Building 1st floor International Student Center Ube Office 

★勤務時間  留学生アドバイザー：平日１０：００～１７：００ 
  Time            International Student Advisers: weekdays 10:00 to 17:00  

          学生アシスタント ：平日１１：００～１５：００ 
Student tutors: weekdays 11:00 to15:00 

＊学生アシスタントは吉田地区のみ配置しています。 

★ 留学案内や、留学生サポートをしています！ 

We are willing to give guidance about study aboard and support international students.  

留学に興味がある・日本語の勉強を見て欲しい・日本の生活で知りたいことがある！など・・・。

For the people who are interested in study aboard, want to know the best way of studying 

Japanese, or learn Japanese habits etc. 

 留学に関する相談や質問など、気軽に立ち寄ってください。 

Please feel free to drop in and ask us any question and talk whatever you wonder. 

私たちが留学生アドバイザー 

学生アシスタントです！(We 

are International Student 

Advisers and student tutors!) 
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留学生センター 

できました!!! 

What is “山大留学 info”? 

・留学生センターの facebook ページ。 

・留学生向けのイベント情報や学内情報、また一般学生向けのイベント 

情報、留学情報を投稿予定。 

↓Let’s “検索”＆“いいね!“ 
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http://iice.uos.ac.kr/ 
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