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留学の情報収集方法

ま ず 学 内 の 説 明 会 に 参 加 し よ う

気 軽 に 相 談 し よ う

留学全体のイメージをつかむためにまずは留学説明会に参加しましょう。その他、随時開催される留学イベントに参加して留学のイメージを
具体的にしていきましょう。説明会の実施日程など最新情報は、WeBSt@tion、国際センター公式 SNSアカウントで確認してください。説
明会に参加できない場合でも、各説明会や体験談は録画を行いますので後日視聴することが可能です。また、個別相談は各キャンパス国際課
にて随時受付けています。

留学に関する質問、相談がありましたら個別相談にお申込みください。
成績、語学力、目的などをお聞きし、皆さんに最も適したプログラムを提案します。

国際センター公式 SNSアカウントをフォローして、最新の留学・国際交流関連の情報をいち早く手に入れましょう。
留学中の学生による留学レポート等、SNS独自のコンテンツも提供！

派遣留学制度紹介Movieを見て本学の留学制度について理解
を更に深めましょう。

SIPS（Staff & Student Initiative 
for Promoting Study Abroad）
とは、文部科学省が主催する事
業で、留学経験者を含む学生と
教職員が連携し、1つのチーム
として多くの学生の海外留学を
応援するプラットフォームです。
SIPSの活動や、実施イベント
等については、本学学生が主体
となって運営をしている右記の
神奈川大学 SIPS公式 SNSア
カウントをチェックしましょう。

国際センターの最新情報をいち早く神奈川大学公式 HP（国際
交流・留学）に掲載しています。

留学ロードマップ
神奈川大学の留学制度全体を確認するならまずロードマッ
プから。
フローチャートを使いながら参加したい留学制度を簡単に
探すことができます。
各キャンパス国際課で手に入れましょう。

「oVice」はインターネットの環境があれば、窓口に来なくても
相談できるバーチャルなグローバルラウンジです。音声チャッ
トでの相談ができますので、直接話がしたいけれど窓口に行
くのが難しい時など、ぜひログインして活用してください。

 ● 国際センターの紹介
 ● 派遣交換留学・語学研修の体験談、募集要項や応募用紙、留学ロードマップ・
ガイドブック

 ● 学内国際交流イベント、学内受験可能な語学検定試験（TOEFL ITP®, HSK）、
外国語学修環境、語学力向上サポートの最新情報

 ● 神奈川大学へ留学を希望する外国人留学生サポートの詳細

国際センターの出版物紹介バーチャルグローバルラウンジ「oVice」

   国際センター公式SNSアカウント紹介

派遣留学制度紹介Movie 神奈川大学SIPS

国際センターのWebサイト紹介

推薦語学研修 派遣交換留学短期 長期

4月 6月 7月 10月 11月 12月

留学説明会
（留学全般）

短期
説明会＆体験談

長期
出願前ガイダンス
（前編）

長期
出願前ガイダンス
（後編）

留学説明会
（留学全般）

長期
出願前ガイダンス
（前編）

長期
出願前ガイダンス
（後編）

課外英語講座
説明会

短期
説明会＆体験談長期

留学体験談
長期

留学体験談
長期

留学体験談
長期

留学体験談

@ku_sips

@ku_sips

@ku_sips
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学内で留学の準備をしよう ！

留 学 生 と 国 際 交 流

　日本で初めての友だちや神大生の先輩として、外国人留学生をサポートして
いきます。外国人留学生は、学部や研究科に在籍する私費留学生や、半年又は
1年間在籍する交換留学生、短期プログラム「日本語・日本文化プログラム」
に参加する学生などさまざま。もちろん、出身国もさまざまです。生きた異文
化を体験しながら外国人留学生を真の「神大生」にしてくれるバディを、随時
募集しています！

外国人留学生支援バディ（Buddy）制度

学内で国際交流ができる！

　平日のランチタイムに、留学生と神大生が気軽に交流する場です。
国際交流に関することで、例えば言語の教え合い、学習サポート、文
化の発表など、自由にアイディアを出し合いながら、交流してみませ
んか。教室ではつい緊張してしまう方でも、失敗を気にせず積極的に
発言することができます。

国際交流Café

ランチタイム等を活用して留学生と仲良くなりたいなら…

【留学と就職活動の両立に向けて】
留学に興味があるけど就職活動が心配…という相談がありますが、就職活動のスケジュールをしっかり把握し、早い段階から志望業界を考え、研
究することが留学との両立に向けた第一歩。留学前後はもちろん、留学中も就職課を活用することで、海外にいながら就職活動やその準備をする
ことが可能です。就職と留学の両立について考えているみなさん、就職課に相談してください。

神奈川大学では、英語以外にも、韓国語、スペイン語、中国語、ドイツ語、フランス語、ロ
シア語の 6言語を学ぶことができます。授業は基礎から上級まで用意しており、「基礎から
始めたい」「留学準備をしたい」など、レベルや目的に合わせて履修をすることができます。

就職課活用方法

授業で英語以外に学べる言語について

留学中
■ メール等で就職課担当者に相談
留学中であっても、メール等で就職活動に関する相談ができます。
［メールアドレス］shushoku-web@kanagawa-u.ac.jp

■ 各キャンパス就職課にて相談
［全学年対象］留学中や帰国直後にやるべき就職活動について等
の個別相談／参加できるガイダンス・講座の確認など

■ 神奈川大学の地域言語 HP
「地域言語から新しい世界へ」
各言語について詳しく紹介しています。
履修登録前に、ぜひご覧ください！

① KUキャリアナビへログイン
②「進路希望登録」をクリックし必要事項を入力 → 登録完了！

　年に 2回（5月・11月）、留学生との親睦旅行が開催されます。
　日帰り旅行に参加して、学外でも留学生との交流を楽しむことができます。
　観光名所を訪問したり、食事を共にすることで、留学生と親睦を深めること
ができます。

外国人留学生親睦旅行

留学生とプチ旅行！

※2022年度は実施未定

〈まずは初期登録が必要です〉

募集については、WeBSt@tionや国際センター公式SNS等で確認してください。

■ KU キャリアナビの利用
求人の検索／先輩の活動体験記を確認／就職ガイドブックの閲覧／各種就職イベン
トの予約／就職課からのメール配信・お知らせの確認／個人面談予約など
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　全学部の学生がネイティブ・スピーカーの教員と英語で自由に交
流できるラウンジが横浜キャンパス 3号館地下 1階と、みなとみ
らいキャンパス 1階にあります。（湘南ひらつかキャンパスは、オ
ンラインにて実施）
　英会話初級者から留学をめざす上級者まで、一人ひとりの目的に
応じて英語力の向上に取り組むことができます。

English Lounge

授業の空き時間に英会話 ！1
各キャンパス 
English Lounge問合せ

　春・夏休みに湘南ひらつかキャンパスで 4泊 5日の国内短期留
学体験ができる語学研修を行っています。参加費はわずか 6,000
円程度。日本にいながら、外国人講師とともに英語を集中的に学ぶ
ことができ、金銭的に海外渡航が難しい場合でも留学
を体験することができます。（食事代、交通費が別途
必要）

English Camp（中級者・上級者対象）

日本にいながら短期留学体験 ！3 国際センター問合せ

　インターネットブラウザ上から英語学習ができる eラーニングシステムです。スマホ、パソコン、タブレットでも学習が可能です。
　「MNSアカウント」と「MNSパスワード」でログインできます。（ID、PWはWEBステのログイン IDと PWと同じです。）
　本学在学中、無料で利用できますので、TOEIC®や TOEFL®のスコアアップなど、授業以外でも積極的に利用してください。
 ● 総合英語トレーニング コース（初級、中級、上級）　● TOEIC® L&R テスト 突破コース（500点、600点、730点）
 ● TOEFL ITP®テスト攻略コース　● 英単語パワーアップコース TOEIC®テスト編　● 英単語パワーアップコース TOEFL®テスト編

ALC NetAcademy NEXT（アルクネットアカデミーネクスト）

通学時間にスマホで英語学習 ！5 各キャンパス 教務課問合せ

　みなとみらいキャンパス 9階には、外国語学習スペースがあり
ます。英語の場合は毎日 5レッスン、1回 40分間のネイティブ・
スピーカーとのドロップインレッスンが行われており、目的に応じ
てレッスンを選び受講することができます。レッスンのテーマは毎
月変わるため、様々なテーマに触れつつスピーキング、リスニング
力を上げることができます。
　英語学習ソフトなどを利用可能な自習スペースも用
意され、各自の目的に応じて自由に利用することがで
きます。

Language Express（英語・スペイン語・中国語）

みなとみらいキャンパスの
学生は活用しよう ！  2

各言語
Language Express問合せ

　初級は主にリスニングとリーディングの基礎力強化、中級では留
学先での授業を想定したプロジェクトベースの講座で実践力を養
成、上級は時事問題などについてのディスカッションなど、現在の
英語力に応じた講座を受講することで、留学先での学
びや経験を最大化する準備をします。

課外英語講座（初級、中級、上級）

本気で留学を目指すなら ！4 国際センター問合せ

本学では学内で TOEFL ITP®とHSK試験を行っています。学部主催の語学試験も年に数回開催されます。費用も割安ですので、定期的に受験し、
力を試すチャンスです。積極的に活用しましょう！
※スコアは派遣交換留学の応募の際に使うことができます。（プログラムにより異なります。）
※ TOEFL®はエデュケーショナルテスティングサービス（ETS）の登録商標です。

派遣交換留学（4〜12ヶ月）への応募を考えている方は語学検定の証明書などが必要になります。募集要項を確認の上、早めに受験をして
ベストスコアで応募できるようにしましょう。
※学外で実施している語学検定試験詳細については各検定試験実施団体に確認してください。
※検定試験によっては受験日から合格発表や証明書発行までに 3ヶ月以上かかることもあります。派遣交換留学を考えている方は証明書発行が出願に間に合う日程
での受験申込をしてください。

学内受験可能 TOEFL ITP®/ HSK 国際センター申  込

語 学 検 定 に チ ャ レ ン ジ し よ う ！

授業の合間に
語学力を
上げたい

春休み・夏休
みに集中的に
取り組みたい

TOEFL対策を
したい？
留学準備を
したい？

4

5

2 31 5

No

Yes
英語以外も YesYes

英語

No
TOEFL対策・

留学準備

語学力UPプログラム

対象レベルや
参加条件については、
国際センターWebサイト

もしくは4・10月の
説明会にて！

詳細 詳細

※ 2021年度はオンラインにて実施。2022年度については
実施形式未定。

※対面、オンラインから選択可
※受講料は無料（教材費のみ自己負担）

各キャンパス English Lounge Language Express
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　私は現在、学内で多くの英語プログラムに参加しています。神奈川大学には様々な英語プログラムが存在
するため、自分自身に合ったものをミックスして取り組むことが可能です。また、費用もかからないものが
ほとんどで、本気で英語を勉強したい人にはとても充実している環境だと思います。そこに集まる学生たち
も高い志を持っていて、毎日の語学学習へのモチベーションにつながるはずです。個人的に少し大変だとも
感じますが、友達や先輩とのつながりも作れて、なおかつ英語漬けの楽しい毎日を送れています。ぜひこの
恵まれた英語環境を生かして、自分自身の成長に役立ててみてください。
　そんな私は2022年度春からマレーシアへの長期留学を予定しています。私は文化や宗教観に興味があり、
多民族国家であるマレーシア留学を決めました。そんな中でも、もちろん不安はあります。未だにうまく使
えない英語が一年でどこまで向上するのか、勉強はついていけるのか、そもそも生活していけるのか、本当
に考え出せばキリがありません。しかし、そんな状況を自分自身はどう切り開いていくのか、どう変わって
いくのか、本当にワクワクしています。今まで相談に乗ってくださった先生や先輩方は、留学へは行くべき
だと「全員」が強く後押ししてくれました。それが答えなのだと思います。留学について悩んでいる方はぜ
ひ、課外英語講座を受講するなどまずは行動に移してみてください。誰かに相談でも、英語プログラムへの
参加でも何かしらの刺激をそこから得ることができるはずです。まずは一歩踏み出してみましょう。

恵まれた英語環境で
●課外英語講座を受講後、マレーシアプトラ大学（マレーシア・12ヶ月）へ留学予定

経営学部・国際経済学科・1年
（2021年度）新保 星弥

　私は新型コロナウイルス感染症の影響もあって、英語英文学科に所属していながらもスピー
キングの能力を上げる機会も十分になく、スピーキングには自信がありませんでした。しかし、
課外英語講座ではグローバルな問題、社会問題に関してのディスカッションやプレゼンテー
ションを行うので、英語で物事を考える力、そしてそれを英語で伝える力を身につけることが
できたと思います。またプレゼンテーションはあまり普段の授業ではやらないことですが、海
外留学においては必要なことなので、それを学ぶうえでとてもよい機会でした。
　私はドイツへの派遣交換留学を予定していますが、海外に行ったことは一度もなく、私が 1
番不安に感じていたことはやはり言語の壁でした。自分の英語能力がどのレベルなのかわから
ないなかで、この課外英語講座でディスカッションなど実践的な英語を学ぶことで不安も薄れ
ていき英語を話すことに楽しさを感じていきました。
　課外英語講座を受講し、毎日英語に触れ、なんとかして自分の考えを伝えようとすることで
徐々に慣れていき話せることも増えていくと思います。留学に興味があるものの、英語力で不
安を持っている方、英語を話したいという方はぜひ課外英語講座へ参加してみてはいかがで
しょうか。

英語を話す大切さと楽しさ
●課外英語講座を受講後、クラウスタール工科大学（ドイツ・12ヶ月）へ留学予定

外国語学部・英語英文学科・3年
（2021年度）三井 尚輝

語学力UPプログラム体験談

　私は、大学 2年生の前学期に派遣交換留学に必要な TOEFL ITPのスコアを取得するために、課外英語講
座（初級）を受講しました。派遣交換留学に挑戦したいと思いつつも、TOEFLのスコアを上げるためにど
こから手を付ければよいのかわからず途方に暮れていた時、課外英語講座の存在を知りました。講座では、
TOEFLの受験に不可欠なストラクチャーや解き方など自己学習だけでは得ることのできないポイントを、
一つ一つ丁寧に講師の先生が教えてくださいました。中でも文法問題では、ただ問題を解くのではなく、ク
ラスで協力をしながら文構造を分析するといったような、自分では気づくことができない新たな視点と考え
方を学ぶことができました。加えて、長文読解ではどのようなことに気を付ければよいのかといったような
ティップスについても学ぶことができました。その結果、TOEFL ITPのスコアを講座受講前から 30点以
上も上げることができました。私は TOEFL ITPだけではなく、IELTSにも挑戦しましたが、講座で学習し
た長文読解のポイントを意識したことで、大幅なスコアアップをすることができました。
　課外英語講座は留学のための講座だと思われがちですが、TOEICや IETLSといった他の試験や日常会話
にも応用することができる講座です。私はこの講座で得た経験と自信を胸に、来たる派遣交換留学に臨みた
いと考えています。英語に触れて、基礎をしっかりと固めたい方、よりアカデミックな英語を学んでみたい
方、ぜひ課外英語講座を受講してみてはいかがでしょうか。

課外英語講座（初級）体験談
●課外英語講座を受講後、カリフォルニア大学アーバイン校（アメリカ・6ヶ月）へ留学予定

外国語学部・英語英文学科・2年
（2021年度）菅沼 拓人
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各種留学・語学研修制度

初めの一歩 ！
語学力を伸ばすチャンス ！

期間・国・言語はさまざま ！
仲間と一緒に海外を体験しよう！  

海外での就業体験 ！
世界で働く視野を広げよう ！

推薦語学研修

学部主催の
プログラム

海外
インターンシップ

国際センター問合せ

各キャンパス 教務課
問合せ

各キャンパス 就職課
問合せ

短期

短期 短期

● 2～ 8週間※ 1／夏休み・春休み期間
●研修前後で 1週間以内の旅行も可能

●学業成績により奨学金給付（選考有）※ 2

●自己負担金額は右記参照

● 12の国と地域、23大学から研修先を選択可能

海外の大学が実施している語学研修に参加する制度です。

各学部・学科にて実施しているプログラムです。主催学部以外の
学生でも参加できるプログラムもあるため、詳細は各プログラム説
明会で確認してください。

海外でのビジネスに役立つ実践的な授業を受講したあと、一人ひとり
に合った海外企業・団体でのインターンシップに参加します。インター
ンシップ先は多岐にわたっており、帰国後は海外での就業体験を自ら
が整理し、将来のキャリアにつなげます。

●「海外語学研修」として単位認定

Period

Where?

Credits

How much?

※ 1  研修先によって期間が異なります。
※ 2  オンライン語学研修の場合は奨学金支給対象外

※2021年度はオンラインで実施

言語 国・地域 概算費用［自己負担］
（研修費用・宿泊費用・渡航費用・生活費等合計）

オンライン参加費
（研修費用は4週で計算）

英語

オーストラリア・
ニュージーランド 約45万円～ 約9万円～11万円

アメリカ・カナダ 約60万円～ 約12万円～18万円
イギリス 約50万円～ 約15万円

中国語 台湾 約45万円～ 約14万円（3週間）
中国 約20万円～ 約５万円～7万円

韓国語 韓国 約25万円～ 約9万円（3週間）
スペイン語 スペイン 約40万円～ 約9万円
ドイツ語 ドイツ 約35万円～ 約4万円
フランス語 フランス 約40万円～ 約9万円（3週間）

ロシア語 ロシア 約30万円
（研修費免除・選考あり） 研修費免除・選考あり

　夏季 春季
説明会 2022年4月上旬 説明会 2022年9月末～10月上旬
申し込み 2022年4月下旬～5月中旬 申し込み 2022年10月下旬
研修時期 2022年8月～9月 研修時期 2023年2月～3月

【スケジュール】

外国語学部
●Study English Abroad（SEA）1（英語英文学科）
●SEA2（英語英文学科）
●スペイン語圏短期留学プログラム（スペイン語学科）

国際日本学部
●海外文化研修（国際文化交流学科・日本文化学科）
●Intensive English Practicum（全学科）　
●観光インターンシップ （海外）（国際文化交流学科）

工学部経営工学科
●経営工学科語学研修

理学部化学科
●化学国際交流

経営学部
●SAプログラム（Study Abroad Program）
●SAプラス・プログラム

※「海外インターンシップ」の履修が必須です。
※履修登録前にガイダンスを実施します。

※2020・2021年度は休講となりました。
※2022年度の実施については別途履修登録時に確認してください。

● 4～ 6週間／夏休み、春休み期間
●夏休みの渡航は前学期授業の履修、春休みの
渡航は後学期授業の履修が必須となります。
（対象年次およびカリキュラムを確認すること）
英語圏（45～ 65万円程度）
（2019年度導入実績）

アジア圏（25～ 35万円程度）

「海外インターンシップ」として単位認定

Period

Where?

Credits

アメリカ

中国 香港 台湾 ベトナム インド

オーストラリア

公式 HP（キャリア・就職支援）にて
過去の参加者の声が掲載されています。
要チェック！

研修先一覧は大学紹介へ
（P12～）

説明会日程や募集要項は
WeBSt@tionや公式HP（国際交流・留学）にて公開

詳細 経営学部 web サイト

詳細 外国語学部 webサイト

詳細 国際日本学部webサイト

詳細 経営工学科web サイト

詳細 シラバス

STEP

2
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各種留学・語学研修制度

派遣交換留学 国際センター問合せ長期

語学力だけではなく、現地の学生と一緒に授業を履修して異文化コミュニケーション力をつけよう ！
4～12ヶ月間
●42の国と地域、159大学※1から留学先を選択可能

●留学先の単位を単位認定申請することができます。
計画的に準備すれば4年間で卒業も！

●派遣先大学の授業料は免除（本学の学費支払は必
須。一部を除く。）

●全員に返還不要の奨学金（月 6～ 10万円程度）
を給付（2021年度実績）

Period

※1  2022年度派遣先国・地域・大学数

※今後変更となる場合があります。

学内選考に備えて、できるだけ留学の1年半前までに準備を開始しましょう。
条件が厳しそう、特別な人だけの留学…とあきらめないでください。留学先
大学によって必要な語学力も学習内容も様々です。自分がチャレンジできる
留学を見つけて、応募条件などを確認し、語学検定試験を何回か受験する
等、早目に準備を開始することで自分にぴったりの留学を実現しましょう！

学内成績（GPA） 語学力  面接試験  を総合的に見て、選考を行います。準備方
法や注意点については6月～7月・11月～12月頃実施の出願前ガイダンス
で確認するか、国際センター窓口に直接問い合わせてください。

※費用は渡航費用、宿泊費用、生活費等を合計した概算。な
お、渡航後に奨学金（全員対象）が給付されるため、自己負
担額については記載金額より奨学金分が減額となります。

※応募条件は、公式HP（国際交流・留学）に公開される募集要項を参照してください。

派遣先一覧は大学紹介へ（P12～）

説明会日程や募集要項は
WeBSt@tionや公式HP（国際交流・留学）にて公開

学内選考

選考方法は…

春派遣 秋派遣
出願前ガイダンス（前編） 2022年6月 出願前ガイダンス（前編） 2022年11月
出願前ガイダンス（後編） 2022年7月 出願前ガイダンス（後編） 2022年12月
応募期間 2022年7月～8月 応募期間 2022年12月～1月
面接・選考 2022年9月 面接・選考 2023年2月
留学開始時期 2023年2月～4月 留学開始時期 2023年8月～10月

【スケジュール】（予定）

Where?

Credits

How much?

教務課（みなとみらいキャンパス）問合せ中長期留学プログラム（経営学部）長期

英語で経営学を学ぶ 〜グローバルに活躍しよう〜

6ヶ月

（マレーシア）エイムスト大学またはマルチメディア大学

費用は派遣先大学によって異なります
詳細は募集説明会・経営学部webサイト等でお知らせ
します

Period

留学先の単位を本学の単位として認定申請可能
計画的に準備をすれば4年間で卒業も可能

経営学部生のみ参加可能

Where? Credits

How much?

GECプログラム（外国語学部） 教務課（みなとみらいキャンパス）問合せ長期

高い英語コミュニケーション力をつけ、多様性豊かな社会で異文化理解を実践しよう ！
帰国後の学修で留学の成果を発展させ、発信しよう ！
Global English Communication (GEC)　
（外国語学部英語英文学科GECプログラムの
学生のみが対象となる必修プログラム）

3～4ヶ月（2年次前学期）
（カナダ）ブリティッシュコロンビア大学、ビクトリア大学、
サイモンフレーザー大学、（米国）シアトルパシフィック大
学、オレゴン大学、（オーストラリア）タスマニア大学、
（ニュージーランド）オークランド大学、（マレーシア）UOW 
マレーシアKDU大学ペナンキャンパス　2022年2月現在

Period

Where?
留学を修了した場合、GEC Study Abroad (Intensive 
English)10単位、GEC Study Abroad (Studies on 
Literature, Cultures & Communication)10単位、合
計20単位が与えられる。これらの単位はGECプログラ
ムの卒業のために必修の単位。

Credits

こちらを参照してください。
How much?

教務課（みなとみらいキャンパス）問合せスペイン語圏留学プログラム（外国語学部）長期

スペイン語学科独自の海外留学プログラムです。スペイン語学科の学びをさらに深めよう！

4ヶ月（2年次後学期）
（スペイン）アリカンテ大学またはサンティアゴ・デ・ 
コンポステーラ大学

Period

最大20単位

スペイン語学科生のみ参加可能

Where?
Credits

こちらを参照してください。
How much?

●生活費・渡航費などは自己負担
●留学費用・奨学金は派遣先大学により異なるため、それぞれ
の金額は大学紹介ページ（P12～）にて確認してください。

STEP

3
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プログラム番号
（P12 以降の大
学紹介ページで、
各大学を分類し
ています）

プログラム
種別

プログラム内容 主な派遣国・地域
※各大学により異なります。全ての
大学が該当のプログラムを有している
とは限りません。備考・注意事項等

①
英語力向上
のための
プログラム

○英語力向上のための授業を中心に履修することができます。
○学部での専門科目の授業は履修できない、または限定的となります。
派遣先大学によっては、現地でのプレイスメントテスト結果や、派遣
先大学での成績等によって、限定的に専門科目を履修できることが
あります。

アメリカ・カナダ・オーストラリア・
イギリス・ドイツ

○専門科目の履修は限定的であることに留意してください。

②
英語での

専門科目履修
プログラム

○派遣先大学のいずれかの学部或いは研究科に所属し「英語で専門
科目を履修」することができます。

○英語力を向上させるための授業ではなく、派遣先大学の学生及び各
留学生と共に「英語で専門科目を履修」するため、一定水準以上
の語学力を有することが前提となります。
○派遣先大学によっては、さらなる授業理解のために語学力向上のた
めの授業（一部有料コース有）を並行履修することができます。
○英語で開講されている専門科目の数・分野・学部等は派遣先大学
ごとに異なります。必ず国際センターまでご確認ください。

【アジア】インド・カンボジア・タイ・
韓国・台湾・中国・ベトナム・マレー
シア・モンゴル
【オセアニア】オーストラリア
【北米】アメリカ・カナダ
【中南米】メキシコ
【ヨーロッパ】アイルランド・イギリス・
イタリア・エストニア・オーストリア・
オランダ・クロアチア・ジョージア・
スイス・スウェーデン・スペイン・チェ
コ・ドイツ・ノルウェー・ハンガリー・
フィンランド・フランス・ブルガリア・
ベルギー・ポーランド・ラトビア・リ
トアニア・ルーマニア・ロシア
【中近東】トルコ
（建築分野：アメリカ・タイ・台湾・
中国・フランス）

○英語力向上のための授業ではなく、一定水準の英語力を有すること
が前提です。
○専門科目を学ぶ言語が英語である、ということに留意してください。

③
現地語力向上
（英語を除く）
のための
プログラム

○現地語力（中国語・スペイン語・韓国語等）向上のための授業を
中心に履修することができます。
○派遣先大学によっては、限定的に専門科目を履修できることがありま
す。

【中国語圏】台湾・中国
【その他アジア圏】韓国
【スペイン語圏】アルゼンチン・ウル
グアイ・チリ・メキシコ・スペイン
【ポルトガル語圏】ブラジル
【ドイツ語圏】ドイツ
【フランス語圏】フランス
【ロシア語圏】ロシア

○専門科目の履修は限定的であることに留意してください。

④
現地語

（英語を除く）での
専門科目履修
プログラム

○派遣先大学のいずれかの学部或いは研究科に所属し、「現地語（中
国語・スペイン語・韓国語等）にて専門科目を履修」することがで
きます。
○現地語力を向上させるための授業ではなく、派遣先大学の学生及び
各留学生と「現地語にて専門科目を履修」するため、一定水準以
上の語学力を有することが前提となります。

○派遣先大学によっては、さらなる授業理解のために語学力向上のた
めの授業（一部有料コース有）を並行履修することができます。

【中国語圏】台湾・中国
【その他アジア圏】韓国
【イタリア語圏】イタリア
【スペイン語圏】アルゼンチン・ウル
グアイ・チリ・メキシコ・スペイン
【ポルトガル語圏】ブラジル
【ドイツ語圏】オーストリア・スイス・
ドイツ
【フランス語圏】フランス・ベルギー
【ロシア語圏】ロシア
（建築分野：台湾・中国）

○現地語力向上のための授業ではなく、一定水準の現地語力を有する
ことが前提です。
○専門科目を学ぶ言語が現地語である、ということに留意してください。

【派遣交換留学】留学先で何が学べるの？

自分にあった留学プログラムをみつけよう ！ 派遣交換留学と休学留学の違い

【プログラム種別について】
神奈川大学の派遣交換留学（長期留学）では、国・地域・大学によりプログラム内容が異なります。

派遣交換留学 休学留学

特 徴 海外協定校に本学の代
表として留学

各自で留学先大学を選
び手続きを行う

留学先 協定校 自由

学 費 本学：通常通り
派遣先：免除（一部除く）

本学：規程による
留学先：学生負担

期 間 協定校との規程による 学生の選択による
単位認定 規程により認められる 認められない

その国の母国語で学ぶことはもちろん、ほとんどの国で英語で学ぶプログラム
を実施しています。また、同じ留学先大学でも語学レベルに合わせてプログラ
ムが複数あることも。自分にぴったりの留学をカスタマイズしましょう。

留学例［スペイン留学］

パターンⒶ ①英語でスペイン経済を履習＋②スペイン語初級を履習

パターンⒷ ①スペイン語を履習＋②スペイン文化を履習

11

掲載大学及び参加可能プログラム種別一覧
分類 掲載

ページ 国 大学名 開講プログラム
種別

英
語
圏

12

オーストラリア セントラルクイーンズランド大学 ②
オーストラリア タスマニア大学 ① ②
ニュージーランド オークランド工科大学 語学研修のみ
ニュージーランド ネルソンマルボロ工科大学 語学研修のみ
アメリカ インカーネイトワード大学 ②
アメリカ ウェスタンカロライナ大学 ① ②

13

アメリカ カリフォルニア大学アーバイン校 ① ②
アメリカ カリフォルニア大学サンディエゴ校 ① ②
アメリカ カンザス大学 ① ②
アメリカ ノースウェスト大学 ① ②
アメリカ 東テネシー州立大学 ②
アメリカ 南イリノイ大学エドワーズビル校 ① ②
アメリカ ルイジアナ・ノースウェスタン州立大学 ②
アメリカ ローワン大学 ① ②
カナダ トンプソンリバーズ大学 ① ②
カナダ ビクトリア大学 語学研修のみ
カナダ ブリティッシュ・コロンビア大学 語学研修のみ
カナダ フレーザーバレー大学 ① ②

14

カナダ レジャイナ大学 ②
カナダ ロイヤルローズ大学 ②
アイルランド ウォーターフォード工科大学 ②
イギリス オックスフォード・ブルックス大学 ②
イギリス カーディフ大学 ②
イギリス マンチェスター大学 ②
イギリス ヨーク・セント・ジョン大学 ① ②
イギリス リーズ・トリニティ大学 ②
イギリス リッチモンド大学 ②
イギリス リバプール・ジョン・ムーア大学 ②
イギリス ロンドン大学東洋アフリカ学院（SOAS） ②

ス
ペ
イ
ン
語・ポ
ル
ト
ガ
ル
語
圏

15

アルゼンチン メンドーサ大学 ③ ④
ウルグアイ ウルグアイ・カトリック大学 ③ ④
チリ サンティアゴ・デ・チレ大学 ③ ④
チリ タルカ大学 ③ ④
メキシコ アグアスカリエンテス自治大学 ④
メキシコ テックミレニオ大学 ④
メキシコ ベラクルス大学 ③ ④
メキシコ メキシコ国際大学 ② ③ ④

16

メキシコ メキシコ大学院大学 ④
ブラジル サンパウロ大学 ③ ④
スペイン エストレマドゥーラ大学 ④
スペイン コルドバ大学 ② ③ ④
スペイン サラマンカ大学 ② ③ ④
スペイン サン・アントニオ・ムルシア・カトリック大学 ② ③ ④
スペイン ジャウマⅠ大学 ② ④
スペイン バスク大学 ② ③ ④
スペイン バルセロナ－ラモン・リュイ大学ラ・サリェ校 ② ④
スペイン バレンシアカトリック大学 ② ④
スペイン フランシスコ・デ・ビトリア大学 ② ③ ④
スペイン ブルゴス大学 ② ③ ④
スペイン モンドラゴン大学 ② ④

中
国
語
圏

17

台湾 国立台湾大学 ② ③ ④
台湾 国立台湾海洋大学 ② ④
台湾 国立台湾師範大学 ② ③ ④
台湾 静宜大学 ② ③ ④
台湾 淡江大学 ② ③ ④
中国 青島理工大学 ④
中国 厦門大学 ③ ④
中国 内蒙古大学 ③ ④

18

中国 雲南大学 ④
中国 華中科技大学 ② ③ ④
中国 華東師範大学 ② ③ ④
中国 広東外語外貿大学 ② ③ ④
中国 上海師範大学 ③ ④
中国 深圳大学 ② ③ ④
中国 浙江工商大学 ② ③ ④
中国 大連外国語大学 ② ③ ④
中国 中山大学 ③ ④
中国 東北財経大学 ③ ④
中国 南京大学 ② ③ ④
中国 復旦大学 ④

19

中国 北方工業大学 ② ③ ④
中国 香港城市大学 ②
中国 北京科技大学 ② ③ ④
中国 遼寧大学 ③ ④
中国 遼寧師範大学 ③
中国 清華大学 ④
中国 北京師範大学 ③
中国 北京大学 ④

そ
の
他
ア
ジ
ア
圏

20

インド クライスト大学 ②
タイ タマサート大学 ②
韓国 慶南大学校 ④
韓国 建国大学校 ② ④
韓国 弘益大学校 ② ③ ④
韓国 仁川大学校 ② ③ ④

分類 掲載
ページ 国 大学名 開講プログラム

種別

そ
の
他
ア
ジ
ア
圏

20
韓国 誠信女子大学 ② ③ ④
韓国 全州大学校 ③ ④

21

韓国 東亜大学校 ② ③ ④
韓国 東西大学校 ② ③ ④
韓国 明知大学校 ② ③ ④
韓国 木浦大学校 ③ ④
韓国 延世大学校 語学研修のみ
カンボジア カンボジア王立法律経済大学 ②
ベトナム ベトナム国家大学ハノイ校 ②
マレーシア エイムスト大学 ②
マレーシア マレーシアプトラ大学 ②
マレーシア マルチメディア大学 ②
マレーシア マラヤ大学 ②
モンゴル モンゴル財政経済大学 ②

そ
の
他
欧
州
圏
・
中
近
東
圏
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イタリア ヴェネツィア カ・フォスカリ大学 ② ④
イタリア カラブリア大学 ② ④
イタリア サピエンツァ　ローマ大学 ② ④
イタリア トレント大学 ② ④
イタリア ベルガモ大学 ② ④
イタリア マチェラータ大学 ② ④
エストニア タルトゥ大学 ②
オーストリア フォアアールベルク応用科学大学 ② ④

23

オランダ インホラント応用科学大学 ②
オランダ ウィンデスハイム応用科学大学 ②
オランダ フォンティス応用科学大学 ②
オランダ ロッテルダム応用科学大学 ②
クロアチア ザグレブ大学 ②
ジョージア イリア国立大学 ②
スイス ルツェルン応用科学芸術大学 ② ④
スウェーデン クリスチャンスタード大学 ②
スウェーデン ブレーキンゲ工科大学 ②
スウェーデン ルレオ工科大学 ②
チェコ オストラヴァ大学 ②
チェコ チェコ工科大学 ②
ドイツ アウクスブルク大学 ② ③ ④
ドイツ ウェストファリアン・ヴィルヘルム大学ミュンスター 語学研修のみ

24

ドイツ エスリンゲン応用科学大学 ② ④
ドイツ カールスルーエ応用科学大学 ② ④
ドイツ クラウスタール工科大学 ① ② ③ ④
ドイツ ケムニッツ工科大学 ② ④
ドイツ ケルン工科大学 ② ④
ドイツ デュースブルク・エッセン大学 ① ② ③ ④
ドイツ ノイウルム応用科学大学 ② ④
ドイツ パーダーボルン大学 ② ③ ④
ドイツ ハンブルク応用科学大学 ② ④
ドイツ フランクフルト応用科学大学 ② ④
ドイツ ブランデンブルク応用科学大学 ② ④
ドイツ フルトヴァンゲン大学 ② ④
ドイツ ミュンヘン応用科学大学 ② ④
ノルウェー 西ノルウェー応用科学大学　 ②

25

ハンガリー エトヴェシュ・ロラーンド大学 ②
フィンランド ヘルシンキ大学 ②
フィンランド LAB 応用科学大学 ②
フランス アグロ・パリテック-パリ生命・食糧・環境科学技術大学 ② ④
フランス ジャン・ムーラン・リヨン第三大学 ② ③ ④
フランス 大西洋ブルターニュビジネススクール ② ③
フランス トゥールーズ第三大学ポール・サバティエ ② ④
フランス パリ第13大学 ② ④
フランス ボルドー・モンテーニュ大学 ② ④
フランス リヨン・カトリック大学 語学研修のみ
ブルガリア ヴァルナ経営大学 ②
ベルギー エフェック高等教育学院大学 ② ④
ベルギー カレルデフローテ応用科学芸術大学 ②
ベルギー リエージュ州大学校 ② ④

26

ポーランド ヴロツワフ経済・経営大学 ②
ポーランド マリー・キュリー＝スクウォドフスカ大学 ②
ラトビア ラトビア大学 ②
リトアニア アリートゥス コレギヤ応用科学大学 ②
リトアニア ビリニュス大学 ②
リトアニア ミコラス・ロメリス大学 ②
ルーマニア シビウ・ルチアンブラガ大学 ②
ルーマニア バベシュ・ボヤイ大学 ②
ロシア アストラハン国立大学 ② ③ ④
ロシア イマヌエルカント・バルト連邦大学 ② ④
ロシア ヴャトカ国立大学 ② ④
ロシア サンクトペテルブルク国立経済大学 ② ④
ロシア ブリヤート国立大学 ③ ④
トルコ アンカラ大学 ②

27 トルコ カディル・ハス大学 ②

建
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アメリカ 南フロリダ大学 ②
タイ モンクット王工科大学トンブリ校 ②
台湾 国立台湾科技大学 ② ④
中国 広州大学 ② ④
フランス 国立モンペリエ高等建築大学 ②

※掲載内容は派遣交換留学または推薦語学研修対象校。2023年度以降の派遣先については当該年度の募集要項にて確認してください。
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大学寮
ホームステイ

アパート
英 語

大学の学内・学外にある寮
ホストファミリーと共同生活
大学近辺にある民間住居
学習可能言語

※「費用目安」は、渡航費・生活費・海外旅行保険費用等、必要な最低費用の目安額です。
※「奨学金」は2021年度実績です。
※所在地はメインキャンパスの都市等を指します。
※掲載内容は変更となる場合があります。最新情報は国際センターまでお問い合わせください。

米国中東部のノースカロライナ州カロウィー市にキャンパスを
置くウェスタンカロライナ大学は 1889年に設立されました。
経営学、健康・人間科学、工学等の分野で学士課程、修士課程、
博士課程等を擁し、現在約 12,000名の学生が在籍しています。
国際交流の面においては、世界 17か国、33の大学と交流協
定を締結しており、交換留学生を含め約 230名の留学生が在
籍しています。

費用目安（10ヶ月） 140万円～

奨学金
（交換留学全員対象） 8万円/月

学生数 約12,000人

プログラム種別 ①、②

ウェスタンカロライナ大学
アメリカ／カロウィー

交換留学 交換留学
（一部有料）

大学寮
英 語

米国のテキサス州・サンアントニオ市にメインキャンパスを
有するテキサス州内で 4番目に大きな私立大学です。人文学、
社会科学、経営学、数理工学、メディア・デザイン学等の分野
で学士課程、修士課程等を擁しており、現在約 9,000名の学
生が在籍しています。
世界 60か国、約 140の大学と協定を締結。2,500名以上の
留学生が在籍しています。

費用目安（10ヶ月） 180万円～

奨学金
（交換留学全員対象） 8万円/月

学生数 約9,000人

プログラム種別 ②

インカーネイトワード大学
アメリカ／サンアントニオ

交換留学
大学寮
英 語

英語圏への留学

大学紹介

ノースウェスト大学（アメリカ）

オークランドは、人口 120万を超えるニュージーランド最大
の都市で全人口の3割以上を占めています。2つの湾に囲まれ、
「City of Sails（帆の街）」とも呼ばれる港湾都市で、美しい海
には行き交うヨットが多く見られます。多民族都市としても有
名で世界で最も住みやすい都市の 1つとされています。

費用目安 募集要項参照

学生数 約26,000人

プログラム種別 語学研修のみ

オークランド工科大学
ニュージーランド／オークランド

語学研修
ホームステイ

英 語

ニュージーランドで最も美しい町といわれるネルソン市。空港
からのアクセスも良く、キャンパスは市の中心部近くにあり、
買い物などにも便利です。ニュージーランドの中心にあり、国
内で最も長い日照時間と温暖な気候で、周辺の生活環境も整い、
自然と調和された美しい景観が望めます。多くのアーティスト
達が好んで移り住み、芸術の町、ワインの産地としても知られ
ています。

ネルソンマルボロ工科大学
ニュージーランド／ネルソン

語学研修
大学寮 ホームステイ
英 語

費用目安 募集要項参照

学生数 約9,000人

プログラム種別 語学研修のみ

ブリスベンから北へ飛行機で 1時間の人口 7,000人の地方都
市ロックハンプトン（クイーンズランド州）にメインキャンパ
スを構える他、ブリスベン、シドニー、メルボルンの都市中心
部に合計 9つのキャンパスを有する大学です。芸術・人文科学、
ビジネス・IT、科学・工学の 3学部で構成されています。

費用目安（8ヶ月） 220万円～

奨学金
（交換留学全員対象） 7万円/月

学生数 約30,000人

プログラム種別 ②

セントラルクイーンズランド大学
オーストラリア／ロックハンプトン

※語学研修の費用は募集要項へ

交換留学 語学研修
大学寮 ホームステイ アパート

アパート

英 語
※アパートは交換留学のみ

タスマニアは本土から約 240km 離れた場所に位置する島で、
メインキャンパスのあるホバートは、州都でありながら自然も
豊かなところです。港と市街が一望できる丘の上にあり、ショッ
ピングセンターも近く便利です。独自の美しい自然と近代的設
備を誇る教育環境は大きな魅力となっています。また、ローン
セストンにもキャンパスがあります。

タスマニア大学
オーストラリア／ホバート

費用目安（10ヶ月） 180万円～

奨学金
（交換留学全員対象） 7万円/月

学生数 約38,000人

プログラム種別 ①、②

※語学研修の費用は募集要項へ

交換留学 語学研修
大学寮 ホームステイ

アパート英 語 ※アパートは交換留学のみ

英語圏で英語力を向上させたい！現在の英語力を生かして現地学生と一緒に専門科目を学びたい！という方は
多いと思います。
英語圏への留学希望者は、現地学生と一緒に勉強するというイメージが強いと思いますが、
英語力を向上させるためのコースでは基本的には留学生限定のクラスで、留学生と共に英語を学びます。
一方、現地で専門科目を学ぶ場合には、英語を母国語とする学生と共に学ぶため、
現地学生と専門科目を学ぶことができますが、求められる英語力は相当に高いものとなります。
どちらを目指すかはみなさんの希望、英語力によりますが、神奈川大学では両方を経験することも可能です。
神奈川大学で用意している多くの留学の選択肢を活用し、みなさんの夢を叶えてみませんか？

Study in an English-speaking country　英語圏で学ぶ

※掲載内容は派遣交換留学または推薦語学研修対象校。2023年度以降の派遣先については当該年度の募集要項にて確認してください。
※各派遣先大学の情報は、本学HP「協定校のご紹介」からもご確認ください。
※掲載内容は変更となる場合があります。最新情報は国際センターまでお問い合わせください。

交換留学
（一部有料）

協定校のご紹介

語学研修

語学研修
神奈川大学が推薦
する語学研修コース

交換留学
（外語）（歴民）

交換留学（外語）（歴民）
外国語学部・外国語学研究科・
歴史民俗資料学研究科生限定

交換留学
（歴民）

交換留学（歴民）
歴史民俗資料学
研究科生限定

交換留学

交換留学
神奈川大学の
代表として留学

交換留学
（一部有料）

交換留学
（一部有料）

※一部有料プログラム

交換留学
（外語）

交換留学（外語）
外国語学部生限定

交換留学
（工学）

交換留学（工学）
工学部・工学研究科

生限定

NEW

前回発行分からの
追加協定校
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ローワン大学は、ニュージャージー州にある州立総合大学です。
キャンパスはグラスボロ市とカムデン市にあり、経営学、教育
学などの分野で学士課程、修士課程等を擁しています。現在、
約 18,000名の学生が在籍しています。
国際交流の面においては、世界 15以上の大学と交流協定を締
結しており、交換留学生を含めた留学生は、インドや中国の大
学出身学生を中心に毎年 150名近く在籍しています。

米国のイリノイ州エドワーズビルにキャンパスを置く南イリノイ大学エド
ワーズビル校は、1955年に設立された州立大学で、イリノイ州にあ
る州立大学・南イリノイ大学グループ校の1校です。経営学、工学、
教育学等の分野で学士課程、修士課程、博士課程を擁しており、現
在約13,000名の学生が在籍しています。国際交流の面においては、
世界 50か国、27の大学と交流協定を締結しており、ヨーロッパや
中東からの留学生を中心に約 400名の留学生が在籍しています。

費用目安（10ヶ月）

費用目安（10ヶ月）

170万円～

220万円～

奨学金
（交換留学全員対象）

奨学金
（交換留学全員対象）

8万円/月

8万円/月

学生数

学生数

約18,000人

約13,000人

プログラム種別

プログラム種別

①、②

①、②

ローワン大学

南イリノイ大学エドワーズビル校

アメリカ／グラスボロ

アメリカ／エドワーズビル

交換留学

交換留学

交換留学
（一部有料）

大学寮

大学寮

英 語

英 語

米国南部のルイジアナ州最古の町ナッキトッシュにキャンパ
スを置くルイジアナ・ノースウェスタン州立大学は、1884年
に設立されました。経営学、工学、生物・物理学、外国語学
等の分野で学士課程、修士課程、博士課程等を擁し、現在約
11,000名の学生が在籍しています。国際交流の面においては、
世界 10か国、25の大学と交流協定を締結しており、南米の
大学出身学生を中心に約 130名の留学生が在籍しています。

費用目安（10ヶ月） 160万円～

奨学金
（交換留学全員対象） 8万円/月

学生数 約11,000人

プログラム種別 ②

ルイジアナ・ノースウェスタン州立大学
アメリカ／ナッキトッシュ

交換留学
大学寮
英 語

東テネシー州立大学は、米国のテネシー州・ジョンソンシティ
市に位置する州立の総合大学です。教育学、経営・テクノロジー、
看護、薬学、医学、リベラルアーツ等の分野で学士課程、修士
課程、博士課程等を擁しており、現在約 14,000名の学生が在
籍しています。世界 19か国、26の大学と交流協定を締結し
ており、交換留学生を含め約 500名の留学生が在籍していま
す。

費用目安（10ヶ月） 140万円～

奨学金
（交換留学全員対象） 8万円/月

学生数 約14,000人

プログラム種別 ②

東テネシー州立大学
アメリカ／ジョンソンシティ

交換留学
大学寮 アパート
英 語

広大かつ近代的な設備を持つキャンパスで、工学、建築学、英
文学、経営学、幼児教育等での評価が高く、全米で最も美しい
キャンパスの 1つといわれています。キャンパス内にあるい
くつかの学生寮から滞在先を選ぶことができ、現地学生との交
流も盛んです。カンザス州の北東部にあるローレンス市は、平
塚市と姉妹都市。最寄りの国際空港のあるカンザスシティから
車で約 45分、州都トピカからは 30分の距離にあります。

費用目安（10ヶ月） 220万円～

奨学金
（交換留学全員対象） 8万円/月

学生数 約28,000人

プログラム種別 ①、②

カンザス大学
アメリカ／ローレンス

交換留学
（一部有料）

大学寮
英 語

1934年に創立されたクリスチャンの大学。聖書学から生物学、
教育学、マネージメント、音楽、看護学、心理学まで 60以上
のプログラムを行っており、ESL プログラムも留学生向けに
設置しています。シアトルから 16キロ東のワシントン湖のほ
とりに、56エーカーの美しい敷地を持つキャンパスで留学生
活を送ることができます。

ノースウェスト大学
アメリカ／カークランド

交換留学 語学研修
大学寮 ホームステイ アパート
英 語

費用目安（10ヶ月） 180万円～

奨学金
（交換留学全員対象） 7万円/月

学生数 約1,600人

プログラム種別 ①、②

※語学研修の費用は募集要項へ

カナダ西海岸の名門大学。キャンパスはビクトリア市内より
車で 15分の美しい木々に囲まれた住宅街にあり、ブリティッ
シュコロンビア州の州都であるビクトリアはイギリスの香りを
残す、犯罪の少ない安全な所です。またビーチも近く、斬新な
建築やきれいな庭園で有名なキャンパスには生活に必要な店や
スポーツ施設があり、学生生活をゆったり楽しめます。

費用目安 募集要項参照

学生数 約22,000人

プログラム種別 語学研修のみ

ビクトリア大学
カナダ／ビクトリア

語学研修
大学寮 ホームステイ
英 語

ブリティッシュ・コロンビア州バンクーバーから約1時間離れたところ
にある美しいフレーザーバレー地域のアボッツフォード市に位置して
います。アボッツフォード市は、頂上に雪をいただく山並に囲まれたフ
レーザーバレーの中心地で、温暖な気候、美しい湖、川、緑が豊かな
谷などで知られています。少人数の授業を徹底し、幅広い科目を持
つ専門プログラムやキャリアプログラム、ESL（第二外国語としての
英語）プログラムから履修を選択可能です。

費用目安（4ヶ月） 80万円～

奨学金
（交換留学全員対象） 8万円/月

学生数 約16,000人

プログラム種別 ①、②

フレーザーバレー大学
カナダ／アボッツフォード

交換留学
大学寮 アパート
英 語

トンプソンリバーズ大学は、ブリティッシュコロンビア州のカ
ムループスにメインキャンパスを有する州立大学です。人文学、
経済学、経営学、工学、法学等の分野で学士課程、修士課程等
を擁し、現在約 25,000名の学生が在籍しています。
世界 100か国の大学と交流協定を締結しており、交換留学生
を含めた留学生は、毎年 3,500名程度在籍しています。

費用目安（8ヶ月） 150万円～

奨学金
（交換留学全員対象） 8万円/月

学生数 約25,000人

プログラム種別 ①、②

トンプソンリバーズ大学 
カナダ／カムループス  

交換留学 語学研修
大学寮
英 語

カナダ西海岸の名門大学。バンクーバーのダウンタウンから
12km の郊外に位置し、公園やビ－チに囲まれた広大で美し
いキャンパスには図書館、銀行、カフェテリア、テニスコート、
劇場、博物館等があり、施設面も充実。キャンパスから展望で
きる景色がきれいで観光名所とされています。また、移民の多
い都市で、多様な文化に触れることのできる機会が多く、緑豊
かな自然があり、治安も良好です。

費用目安 募集要項参照

学生数 約57,000人

プログラム種別 語学研修のみ

ブリティッシュ・コロンビア大学
カナダ／バンクーバー

語学研修
ホームステイ

英 語

費用目安（7ヶ月） 180万円～

奨学金
（交換留学全員対象） 8万円/月

学生数 約30,000人

プログラム種別 ①、②

UCI Extension の英語プログラムは、カリフォルニア大学の
中で、唯一CEA（英語教育プログラム認定委員会）の認定を
受けており、質の高いプログラムを提供しています。全米で最
も安全とされるアーバイン市に立地する閑静な雰囲気のキャン
パス。ロサンゼルス市内から車で約 1時間の距離にあり、近
くには有名なビーチリゾート、少し足をのばせばディズニーラ
ンドをはじめ巨大テーマパークを訪れることもできます。

カリフォルニア大学アーバイン校
アメリカ／アーバイン

※語学研修の費用は募集要項へ

交換留学
（一部有料） 語学研修

大学寮 ホームステイ アパート
英 語

※アパートは交換留学のみ

英語プログラムは、ヨーロッパ、アジア、中南米の各国から学
生が集まり国際色豊かです。キャンパスのあるラ・ホーヤは、
過ごしやすい気候に加え、治安も良好な美しい都市です。キャ
ンパス周辺は豊かな自然に恵まれ、特に、近くにあるビ－チの
景観は、キャンパスがつくりだす力強く美しいフォルムと並ん
で必見です。

カリフォルニア大学サンディエゴ校
アメリカ／ラ・ホーヤ

費用目安（7ヶ月） 180万円～

奨学金
（交換留学全員対象） 8万円/月

学生数 約29,000人

プログラム種別 ①、②

※語学研修の費用は募集要項へ

交換留学
（一部有料） 語学研修

大学寮 ホームステイ アパート
英 語

※アパートは交換留学のみ

英
語
圏

ス
ペ
イ
ン
語・ポ
ル
ト
ガ
ル
語
圏

中
国
語
圏

そ
の
他
ア
ジ
ア
圏

そ
の
他
欧
州
圏・中
近
東
圏

建
築
留
学



14

イギリス・ウェールズの首都カーディフにメインキャンパスを
有する国立大学です。1883年に創立した同大学のキャンパス
はロンドンから電車で約 2時間のカーディフの中心街にあり
ます。社会科学、工学、テクノロジー等多様な専門的職業分野
において、研究と研究成果を取り入れた教育を行っています。

費用目安（10ヶ月） 180万円～

奨学金
（交換留学全員対象） 8万円/月

学生数 約33,000人

プログラム種別 ②

交換留学
大学寮 アパート
英 語

交換留学
大学寮
英 語

カーディフ大学
イギリス／カーディフ

ヨーク・セント・ジョン大学は、ノース・ヨークシャー州ヨー
ク市にキャンパスを有する 1841年創立の公立大学です。経
営学、人間科学、語学・言語学、教育学などの分野で学士課
程、修士課程を擁し、現在約 6,500名の学生が在籍していま
す。約 30校の海外大学と交流協定を締結しており、交換留学
生を含めた留学生は、ヨーロッパの大学出身学生を中心に毎年
400名程度在籍しています。

費用目安（10ヶ月） 160万円～

奨学金
（交換留学全員対象） 8万円/月

学生数 約6,500人

プログラム種別 ①、②

交換留学
英 語

語学研修
ホームステイ

ホームステイ

ヨーク・セント・ジョン大学
イギリス／ヨーク

リッチモンド大学は、1972年アメリカの教育機関である
American Institute For Foreign Studyによって、ロンドン
大学の一部だったリッチモンド神学校の土地と建物を利用し、
文系の私立大学として創設されました。ロンドンのリッチモ
ンド（メインキャンパス）、ケンジントンにキャンパスを持ち、
国際経営、芸術、メディア、歴史、政治、心理学などのプログ
ラムを強みとしています。

費用目安（10ヶ月） 220万円～

奨学金
（交換留学全員対象） 10万円/月

学生数 約1,800人

プログラム種別 ②

交換留学
大学寮
英 語

ロンドン大学東洋アフリカ学院（SOAS）（イギリス）は、ロンドン市にキャ
ンパスを有する1916年創立の公立大学です。文学、経済学などの分野
で学士課程、修士課程を擁し、現在約5,300名の学生が在籍しています。
現在、約 60校の海外大学と交流協定を締結しており、交換留学生を含
めた留学生は、ヨーロッパの大学出身学生を中心に毎年約 3,000名程
度在籍しています。また、同大学の東アジア言語・文化学部では日本語
関連科目を有しており、日本に関心のある学生と交流も可能です。

費用目安（10ヶ月） 220万円～

奨学金
（交換留学全員対象） 10万円/月

学生数 約5,300人

プログラム種別 ②

リッチモンド大学

ロンドン大学東洋アフリカ学院（SOAS）　 NEW

イギリス／ロンドン

イギリス／ロンドン

リーズ・トリニティ大学は、ウェスト・ヨークシャー州リーズ
市にキャンパスを有する1966年創立の公立大学です。経営学、
法学などの分野で学士課程、修士課程を擁し、現在約 4,200
名の学生が在籍しています。約 50校の海外大学と交流協定を
締結しており、交換留学生を含めた留学生は、ヨーロッパの大
学出身学生を中心に毎年 50名程度在籍しています。

費用目安（9ヶ月） 170万円～

奨学金
（交換留学全員対象） 8万円/月

学生数 約4,200人

プログラム種別 ②

交換留学
大学寮
英 語

リーズ・トリニティ大学
イギリス／リーズ

リバプール・ジョン・ムーア大学は、イギリスのリバプールに
メインキャンパスを有する公立大学です。経営学、理学、工
学・技術学等の分野で学士課程、修士課程等を擁し、現在約
20,000名の学生が在籍しています。現在、交換留学生を含め
た留学生は、ヨーロッパの大学出身学生を中心に毎年1,300名
程度在籍しています。

費用目安（10ヶ月） 180万円～

奨学金
（交換留学全員対象） 8万円/月

学生数 約20,000人

プログラム種別 ②

交換留学
大学寮
英 語

リバプール・ジョン・ムーア大学
イギリス／リバプール

交換留学
（一部有料）

大学寮 アパート
英 語

大学はオックスフォードの中心地までバスで 10分、ロンドン
までバスで 1時間半という立地にあります。近代的な設備と
緑に囲まれたキャンパスで、オックスフォードは英国最古の大
学街で、街はいつも活気に溢れ、学生で賑わっています。

費用目安（9ヶ月） 180万円～

奨学金
（交換留学全員対象） 8万円/月

学生数 約17,000人

プログラム種別 ②

オックスフォード・ブルックス大学
イギリス／オックスフォード

マンチェスター大学
イギリス／マンチェスター

イギリス、マンチェスターにある国立大学でイングランドで最
初の都市大学の１つです。2004年に、100年以上にわたり協
力関係にあったビクトリア・マンチェスター大学とマンチェス
ター工科大学が合併し、マンチェスター大学となりイギリス
でも最大規模の大学の 1つとなりました。日本を含め、世界
30ヶ国と国際交流協定を締結しています。

交換留学
大学寮 ホームステイ アパート
英 語

語学研修

費用目安（10ヶ月） 180万円～

奨学金
（交換留学全員対象） 8万円/月

学生数 約40,000人

プログラム種別 ②

※語学研修の費用は募集要項へ

費用目安（9ヶ月） 140万以上～

奨学金
（交換留学全員対象） 8万円/月

学生数 約10,000人

プログラム種別 ②

ウォーターフォード工科大学
アイルランド／ウォーターフォード

交換留学
大学寮
英 語

ウォーターフォード工科大学は、1971年に創立された国立の
工科大学です。同大学は工学、理学、経営学、会計学、人文
学等の分野で学士課程、修士課程等を擁し、現在 5つの学部、
91の学科およびコースを有し、在籍学生は 10,000名を数え
ます。国際交流の分野においても、世界の 54か国以上の大学
と交流協定を締結しています。

大学寮

ビクトリア中心部からほど近い国立歴史公園の中に位置する、
カナダで最も美しいキャンパスのうちの一つとして知られる大
学です。古城もキャンパスとして使われており、映画のロケ地
としても有名。実践的なビジネススキルやコミュニケーション
スキルなど質の高い応用プログラムと専門プログラムを提供し
ており、バラエティ豊かなプログラムが特徴です。

カナダの中西部サスカチュワン州の州都レジャイナにキャンパ
スを置くレジャイナ大学は、1911年に設立された州立総合大
学です。経営、工学等の分野で学士課程、修士課程等を擁して
おり、現在約 16,000名の学生が在籍しています。国際交流
の面においては、世界 44か国にある大学と約 300の交流協
定を締結しており、インドや中国をはじめアジアからの留学生
を中心に約 3,000名の留学生が在籍しています。

費用目安（10ヶ月）費用目安（8ヶ月） 150万円～150万円～

奨学金
（交換留学全員対象）

奨学金
（交換留学全員対象） 8万円/月8万円/月

学生数学生数 約5,000人約16,000人

プログラム種別プログラム種別 ②②

ロイヤルローズ大学レジャイナ大学　 NEW
カナダ／ビクトリアカナダ／レジャイナ

交換留学交換留学
ホームステイ アパート

英 語英 語
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ウルグアイの首都モンテヴィデオにキャンパスを置くウルグア
イ・カトリック大学は、1882年にウルグアイ東方共和国最古
の私立大学として設立されました。
経営学、工学、法学等の分野で学士課程、修士課程、博士課
程等を擁しており、現在約 8,000名の学生が在籍しています。
世界 50か国、245の大学と交流協定を締結しており、ヨーロッ
パからの留学生を中心に約 140名の留学生が在籍しています。

費用目安（12ヶ月） 100万円～

奨学金
（交換留学全員対象） 6万円/月

学生数 約8,000人

プログラム種別 ③、④

費用目安（12ヶ月） 100万円～

奨学金
（交換留学全員対象） 6万円/月

学生数 約12,000人

プログラム種別 ③、④

ウルグアイ・カトリック大学
ウルグアイ／モンテヴィデオ

交換留学
大学寮

スペイン語

首都サンティアゴから南へ 250km、マウレ州の中心都市タル
カにメインキャンパスを置くタルカ大学は、1981年にチリの
国立大学として設立されました。タルカをはじめ５つのキャン
パスを有し、北米からの留学生を含む 12,000人（含大学院生
1,200名）の学生が在籍しています。工学、健康科学、経済・
経営学、法・社会学、心理学等の分野で、33の学士課程、27
の修士課程及び 9つの博士課程を有しています。

タルカ大学
チリ／タルカ

チリ共和国の首都、サンティアゴ県サンティアゴ・デ・チレにキャ
ンパスを置くサンティアゴ・デ・チレ大学は、1848年に設立
された国立大学です。工学、法学、人文学等の分野で学士課程、
修士課程、博士課程等を擁しており、現在約 24,000名の学生
が在籍しています。国際交流の面においては、世界 24か国、
221の大学と交流協定を締結しており、ヨーロッパや中南米か
らの留学生を中心に約 350名の留学生が在籍しています。

費用目安（12ヶ月） 100万円～

奨学金
（交換留学全員対象） 6万円/月

学生数 約24,000人

プログラム種別 ③、④

費用目安（10ヶ月） 80万円～

奨学金
（交換留学全員対象） 6万円/月

学生数 約16,000人

プログラム種別 ④

サンティアゴ・デ・チレ大学
チリ／サンティアゴ・デ・チレ

交換留学
大学寮

スペイン語

アグアスカリエンテス自治大学は、理科自治学院として 1867
年に設立され、1973年に自治権のある大学に改組されました。
現在は農学、医学、建築学、経営学、法学、哲学等の 50以上
の学士課程、10の修士課程、6の博士課程を擁する総合大学
となっています。

アグアスカリエンテス自治大学
メキシコ／アグアスカリエンテス

アパート

交換留学
スペイン語
アパート

交換留学
スペイン語
アパート

メキシコシティの南約70キロの所にあるモレロス州の州都、 
クエルナバカにあります。スペイン語及びラテン文化を外国人
に教える為の語学教育施設として1980年に創設され、後に国
際的な人材を育てる場として現地の学生が学ぶ大学に発展。1
年中花が咲き乱れ、古くから常春の地として王候貴族の休養地
となり栄えた場所で学ぶことができます。

費用目安（11ヶ月） 90万円～

奨学金
（交換留学全員対象） 6万円/月

学生数 約1,750人

プログラム種別 ②、③、④

交換留学
大学寮 アパート

スペイン語 英 語

メキシコ／クエルナバカ
メキシコ国際大学

アルゼンチン西部のメンドーサ州サンラファエル市及び中部の
コルドバ州オ・クアルトにキャンパスを置くメンドーサ大学は、
1959年に私立大学として設立されました。法学、経済学、社
会学、工学等の分野で学士課程、修士課程、博士課程等を擁し
ており、現在約 10,000名の学生が在籍しています。世界 30
か国、180の大学と交流協定を締結しており、交換留学生を
含め約 120名の留学生が在籍しています。

費用目安（11ヶ月） 100万円～

奨学金
（交換留学全員対象） 6万円/月

学生数 約10,000人

プログラム種別 ③、④

メンドーサ大学
アルゼンチン／メンドーサ

交換留学
スペイン語
アパート

メキシコのヌエボ・レオン州モンテレイにメインキャンパスを
置くテックミレニオ大学は、2002年に設立された私立大学で
す。経営工学、法学、教育学等の分野で学士課程、修士課程を
擁しており、現在約60,000名の学生が在籍しています。国際
交流の面においては、世界34か国、76の大学と交流協定を締
結しており、ヨーロッパや北米、中南米からの留学生を中心に
約350名の留学生が在籍しています。

費用目安（10ヶ月） 80万円～

奨学金
（交換留学全員対象） 6万円/月

学生数 約60,000人

プログラム種別 ④

テックミレニオ大学
メキシコ／モンテレイ

交換留学
アパート

スペイン語

ホームステイ アパート
スペイン語

ベラクルス大学はメキシコシティから約 300km離れたベラク
ルス州ハラパ市に所在しています。1944年に創立されたベラ
クルス大学は、メキシコで最大の公立大学の一つです。5つの
地域のキャンパスで芸術、生物学、農業科学、健康科学、経済・
経営学、人文科学、技術科学、工学の分野で構成され 80,000
人以上の学生にプログラムを提供しています。

費用目安（11ヶ月） 80万円～

奨学金
（交換留学全員対象） 6万円/月

学生数 約80,000人

プログラム種別 ③、④

ベラクルス大学
メキシコ／ベラクルス

交換留学 交換留学
（一部有料）

スペイン語・ポルトガル語
圏への留学

大学紹介

神奈川大学は、スペイン語・ポルトガル語圏ではスペイン・アルゼンチン・ウルグアイ・チリ・メキシコ・ブ
ラジルの 6か国への留学が可能です。スペインと中南米では文化も言語の使われ方も異なるので、留学する
国について是非良く考えてみてください。
留学先ではスペイン語・ポルトガル語を学ぶための授業のほか、専門科目を学ぶことができます。さらに、ス
ペイン・メキシコは英語でも留学可能な大学がありますので、スペイン語ができなくても、是非英語での留学
も考えてみてください。英語力を高め、専門科目を学ぶと同時に、スペイン語を基礎から学ぶといった留学も
可能で、現在では同地域への留学者の半分程度がこのような形態で留学しています。
なお、スペイン語で派遣交換留学をするにあたっては、スペイン語検定やDELE（スペイン語の語学検定試験）
等の証明書が必要ですが、結果が発表されるまで時間がかなりかかるため、留学希望時期の 1年前には受験しましょう。
スペイン語・ポルトガル語圏の人々の熱さに是非触れてみてください！

スペインで学ぶ？中南米で学ぶ？

※掲載内容は派遣交換留学または推薦語学研修対象校。2023年度以降の派遣先については当該年度の募集要項にて確認してください。
※凡例はP12を、プログラム種別の詳細はP10を参照してください。
※各派遣先大学の情報は、本学HP「協定校のご紹介」からもご確認ください。
※掲載内容は変更となる場合があります。最新情報は国際センターまでお問い合わせください。

バスク大学（スペイン）
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サンパウロ市内他 7つのキャンパスを持つブラジル最大の高
等教育研究機関で、「知識の普及」「人類の豊かな育成」を目指
して 1934年に創立された大学です。科学・教育・技術・芸
術など様々な分野で発展を続けています。数多くのブラジル大
統領を輩出した大学でもあり、ブラジルで最も入学の難しい大
学と言われています。ヨーロッパ諸国などからも著名な教授が
集まる大学です。

費用目安（11ヶ月） 100万円～

奨学金
（交換留学全員対象） 6万円/月

学生数 約98,000人

プログラム種別 ③、④

エストレマドゥーラ大学
スペイン／バダホス

ジャウマⅠ大学
スペイン／カステリョー・デ・ラ・プラーナ

バルセロナ－ラモン・リュイ大学ラ・サリェ校
スペイン／バルセロナ

フランシスコ・デ・ビトリア大学　 NEW
スペイン／マドリード

サンパウロ大学
ブラジル／サンパウロ

ポルトガル語圏

サラマンカ大学
スペイン／サラマンカ

エストレマドゥーラ大学は、ポルトガルに接するエストレマ
ドゥーラ州にあるスペインの公立大学です。附属のスペイン語
学校は世界遺産に登録されているカセレス旧市街の中にあり、
スペイン語初級レベルからでも平均 12名の少人数クラスで
しっかり学習ができるスペイン語学習に最適な環境となってい
ます。

費用目安（9ヶ月） 130万円～

奨学金
（交換留学全員対象） 8万円/月

学生数 約26,000人

プログラム種別 ④

交換留学
大学寮 アパート

スペイン語

カステリョー地域における社会的な要望に応える形で、1991
年2月に設立され、高等教育機関と研究センターとしての役割
を担っている比較的新しい大学です。経済、英語、観光を中心
に英語コースが充実しており、多言語運用力を高めながら各分
野を学ぶことができます。

費用目安（10ヶ月） 150万円～

奨学金
（交換留学全員対象） 8万円/月

学生数 約15,000人

プログラム種別 ②、④

大学寮 ホームステイ アパート
スペイン語 英 語

交換留学

バルセロナ - ラモン・リュイ大学ラ・サリェ校は、スペイン
のバルセロナにメインキャンパスを有する私立大学です。経営
学、工学、建築学等の分野で学士課程、修士課程等を擁し、現
在約5,000名の学生が在籍しています。現在、約80校の海外
大学と交流協定を締結しており、交換留学生を含めた留学生
は、ヨーロッパの大学出身学生を中心に毎年1,100名程度在籍
しています。

費用目安（10ヶ月） 170万円～

奨学金
（交換留学全員対象） 8万円/月

学生数 約5,000人

プログラム種別 ②、④

交換留学
大学寮

スペイン語 英 語

フランシスコ・デ・ビトリア大学（スペイン）は、マドリード州にキャンパス
を有する1993年創立の私立大学です。経営学、工学などの分野で学士課程、
修士課程を擁し、現在約8,200名の学生が在籍しています。現在、約100校
の海外大学と交流協定を締結しており、交換留学生を含めた留学生は、ヨー
ロッパの大学出身学生を中心に毎年約300名程度在籍しています。同大学で
は、経営・法学などの分野で英語で講義科目を開講しています。また、専門
科目と並行して、週に4時間程度のスペイン語を学ぶことも可能です。

費用目安（9ヶ月） 170万円～

奨学金
（交換留学全員対象） 8万円/月

学生数 約8,000人

プログラム種別 ②、③、④

コルドバ大学
スペイン／コルドバ

サン・アントニオ・ムルシア・カトリック大学
スペイン／ムルシア

バスク大学
スペイン／レイオア

モンドラゴン大学　 NEW
スペイン／モンドラゴン

バレンシアカトリック大学
スペイン／バレンシア

ブルゴス大学　 NEW
スペイン／ブルゴス

コルドバ大学は、アンダルシア州コルドバ市にメインキャンパス
を有する 1972年創立の公立大学です。法・経営・経済科学など
の分野で学士課程、修士課程を擁し、現在約 17,800名の学生が
在籍中です。交換留学生を含めた留学生は、ヨーロッパを中心に
毎年 1,700名程度在籍しています。法・経営・経済科学などの
分野で、英語での講義が行われています。また、専門科目と並行
して、週に 2時間程度スペイン語を学ぶことも可能です。

費用目安（10ヶ月） 150万円～

奨学金
（交換留学全員対象） 8万円/月

学生数 約17,800人

プログラム種別 ②、③、④

交換留学
大学寮

スペイン語 英 語

サン・アントニオ・ムルシア・カトリック大学は、ムルシア州
ムルシア市にキャンパスを有する 1996年創立の私立大学で
す。経営・法学などの分野で学士課程、修士課程を擁し、現在約
16,000名の学生が在籍しています。交換留学生を含めた留学生
は、ヨーロッパを中心に毎年 1,700名程度に上ります。経営・法
学などの分野では英語で講義科目を開講しています。また、専門
科目と並行して週に4時間程度スペイン語を学ぶことも可能です。

費用目安（10ヶ月） 150万円～

奨学金
（交換留学全員対象） 8万円/月

学生数 約21,000人

プログラム種別 ②、③、④

交換留学
大学寮

スペイン語 英 語

1980年に創立され、スペイン北部のバスク州の 3県に 3つ
のキャンパス（ビスカヤキャンパス、ギプスコアキャンパス、
アラバキャンパス）があります。バスク人が多く在籍しており、
民族意識が強く、独自の言語・文化・伝統を持つ学生との交流
ができます。また、毎年ヨーロッパを中心に約 1,000名の留
学生が集まり、多様な交流ができます。

費用目安（10ヶ月） 150万円～

奨学金
（交換留学全員対象） 8万円/月

学生数 約45,000人

プログラム種別 ②、③、④

モンドラゴン大学（スペイン）は、バスク州ギプスコア県にメインキャンパ
スを有する1997年創立の私立大学です。経営学、工学などの分野で学士課
程、修士課程を擁し、現在約 4,000名の学生が在籍しています。現在、約
300校の海外大学と交流協定を締結しており、交換留学生を含めた留学生は、
ヨーロッパの大学出身学生を中心に毎年約400名程度在籍しています。同大
学では、経営学、工学などの分野で英語で講義科目を開講しています。また、
専門科目と並行して、週に4時間程度のスペイン語を学ぶことも可能です。

費用目安（10ヶ月） 150万円～

奨学金
（交換留学全員対象） 8万円/月

学生数 約4,000人

プログラム種別 ②、④

交換留学
大学寮 アパート

スペイン語 英 語

交換留学
大学寮 アパート

スペイン語 英 語

バレンシア教会の心臓部として設立され、その後、何度か学部
の再編成が繰り返された後、バレンシアの 3つの学校が統合
され、現在の大学となりました。
世界 300大学と交流協定を締結しており、ビジネスを中心に
ヨーロッパやアメリカから集まる学生と英語コースで学ぶこと
ができます。

費用目安（10ヶ月） 130万円～

奨学金
（交換留学全員対象） 8万円/月

学生数 約11,000人

プログラム種別 ②、④

交換留学
ホームステイ アパート
スペイン語 英 語

ブルゴス大学（スペイン）は、カスティーリャ・イ・レオン州ブルゴス県にキャ
ンパスを有する1994年創立の公立大学です。経営学、工学などの分野で学
士課程、修士課程を擁し、現在約10,000名の学生が在籍しています。現在、
約250校の海外大学と交流協定を締結しており、交換留学生を含めた留学生
は、ヨーロッパの大学出身学生を中心に毎年約400名程度在籍しています。
同大学では、経営・経済学などの分野で英語で講義科目を開講しています。ま
た、専門科目と並行して、週に2時間程度のスペイン語を学ぶことも可能です。

費用目安（10ヶ月） 150万円～

奨学金
（交換留学全員対象） 8万円/月

学生数 約10,000人

プログラム種別 ②、③、④

大学寮
交換留学

アパート
スペイン語 英 語

交換留学
アパート

ポルトガル語

大学寮
交換留学 交換留学

（一部有料） 語学研修
ホームステイ アパート

スペイン語 英 語
※ アパートおよび英語
は交換留学のみ

ヨーロッパで 4番目、スペインでは最古の歴史を持つ大学で、
スペイン語教育においても長い経験を有しています。サラマン
カの旧市街は世界文化遺産にも指定された美しい街で、ヨー
ロッパの歴史を学ぶのにふさわしい場所です。マドリッドなど
の大都市に比べ治安も良く過ごしやすい環境で学ぶことができ
ます。

費用目安（10ヶ月） 150万円～

奨学金
（交換留学全員対象） 8万円/月

学生数 約32,000人

プログラム種別 ②、③、④

※語学研修の費用は募集要項へ

交換留学
スペイン語 英 語
アパート

交換留学
アパート

スペイン語

メキシコの首都メキシコシティにキャンパスを置くメキシコ大学院
大学は、1940年に設立された大学院を中心とした国立大学です。歴
史学、国際学、社会学、経済学等の分野で計 7つの研究センターか
ら構成されており、現在約 450名の在学生に対して、約 200名の研
究者が指導する体制を備えています。国際交流の面においては、世界
23か国、65の大学と交流協定を締結しており、ヨーロッパや北米、
中南米からの留学生を中心に約 130名の留学生が在籍しています。

費用目安（11ヶ月） 90万円～

奨学金
（交換留学全員対象） 6万円/月

学生数 約450人

プログラム種別 ④

メキシコ／メキシコシティ
メキシコ大学院大学
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国立台湾海洋大学は、台湾北部の港湾都市、基隆市に位置する国立
大学です。同大学は 1953年に台湾省立海事専科学校として設立さ
れ、1989年に現在の国立台湾海洋大学となりました。海運管理学、
海洋科学資源学のほか、工学、人文社会科学等の分野で学士課程、
修士課程等を擁しており、現在 9,000名以上の学生が在籍しており
ます。国際交流の面においては、世界の 97の大学と交流協定を締
結しており、交換留学生を含めた留学生が約 600名在籍しています。

費用目安（10ヶ月） 90万円～

奨学金
（交換留学全員対象） 6万円/月

学生数 約9,000人

プログラム種別 ②、④

費用目安（10ヶ月） 70万円～

奨学金
（交換留学全員対象） 6万円/月

学生数 約12,000人

プログラム種別 ②、③、④

国立台湾海洋大学
台湾／基隆

台湾の歴史を伝える名所や旧跡・史跡の豊富な首都、台北に位
置する最も権威ある台湾最難関の大学です。研究のための牧場
や森、病院などがあり広大な敷地でのびのびと学習することが
でき、中国語学習環境が充実していることはもちろん、英語に
よる専門科目同時履修も可能となっているため欧米からの留学
生が多いことも特色です。世界から集まる留学生と台湾トップ
レベルの環境で学習できます。

国立台湾大学
台湾／台北

静宜大学は 1920年にアメリカの修道女たちにより設立され
たカトリック系の大学です。台湾でも特に気候の良い台中西部
に位置し、大学の周りには歴史的な家並みも点在することから、
台湾ならではの文化や歴史を感じながら学習できる環境となっ
ています。英語コースは経済・経営・文化比較の分野で設置し
ており、中国語の専門科目と同時履修や、台湾における本学の
協定校で唯一中国語学習を中心とした留学も可能です。

静宜大学
台湾／台中

青島理工大学は1952年に設立された中国の青島市にメインキャン
パスを有する国立大学です。その他、臨沂市にもキャンパスを有し
ます。理学、工学、建築学、人文学、商学等の分野で学士課程、修
士課程等を擁し、現在約30,000名の学生が在籍しています。都市
工学、建築学、情報システム学等の分野で合計30科目程度が英語
で開講されています。約80校の海外大学と交流協定を締結してお
り、交換留学生を含めた留学生は、毎年50名程度在籍しています。

費用目安（10ヶ月） 100万円～

奨学金
（交換留学全員対象） 6万円/月

学生数 約30,000人

プログラム種別 ④

青島理工大学
中国／青島

交換留学
アパート
中国語 英 語

中等教育に携わる教師陣の育成機関として有名な台湾一の教育
大学です。台湾で最も古く留学生の受け入れを始め、アジアだ
けでなく欧米からの留学生も多く、台湾の中でも特に国際色豊
かな大学と言われています。専門科目履修と同時に留学生向け
の中国語学習環境も充実しており、サポートの中でステップ
アップできる環境です。アクセスも便利で、台北の有名な夜市
の 1つが近くにあり活気あふれる地域にあります。

費用目安（10ヶ月） 90万円～

奨学金
（交換留学全員対象） 6万円/月

学生数 約16,000人

プログラム種別 ②、③、④

国立台湾師範大学
台湾／台北

淡江大学は、北部の新北市にメインキャンパスを有する台湾最
古の私立大学です。文学、理学、工学、商学、外国語学等の分
野で学士課程、修士課程を擁し、現在約 24,000名の学生が在
籍しています。国際経営学、国際観光管理学、国際政治経済学、
国際ファイナンス管理学、革新的情報技術等 12のプログラム
の授業は全て英語で開講されており、その他の多くの分野にお
いても、合計 800科目以上が英語で開講されています。

淡江大学
台湾／新北

内蒙古大学は1957年創設の中国少数民族地区で最も早く創設
された総合大学の 1つです。内蒙古大学は哲学、経済学、法学、
文学、歴史学、理学、工学、農学、管理学、芸術学を擁する総
合大学であり、特に蒙古学、生命科学、環境資源学科の 3学
科が内蒙古自治区の民族性と地域性の特色を反映しています。

費用目安（11ヶ月） 50万円～

奨学金
（交換留学全員対象） 6万円/月

学生数 約31,000人

プログラム種別 ③、④

内蒙古大学
中国／フフホト

交換留学
大学寮
中国語

中国語圏への留学

大学紹介

神奈川大学は中国語圏の大学との関係が非常に深く、清華大学・北京大学・国立台湾大学といった世界的な名
門大学への留学が可能です。中国語圏の派遣先大学については、以下の 2点により検討する方が多いようです。
①中国大陸と台湾どちらにするのか？
留学先での学習はいずれも北京語（標準中国語）で行われます。よって、どちらの文化を好み、将来どこで中
国語を活かしたいのかといった点が判断材料となります。なお、台湾の大学を中心に英語で開講されている科
目も多いので、英語で留学する方も多くいます。
②語学を中心に学ぶか、専門科目を学ぶか？
同じ派遣先大学でも中国語力を高めるための留学生向けコースと現地学生と一緒に専門科目を学ぶコースが設
置されています。留学生向けのレベル別授業で語学力を高めることに注力するのか、名門大学の専門科目にチャ
レンジし、現地学生との交流も深めていきたいのか。
日本屈指の中国語圏派遣交換留学先大学数を誇る神奈川大学で、是非みなさんの可能性を広げてください！

中国大陸へ留学する？台湾へ留学する？

国際都市として知られる福建省南部の厦門市にある厦門大学
は、史上初の華僑が創設した大学です。キャンパスは 3ヶ所
に分かれ、海や山に近く風光明媚なエリアにあることから、中
国で最も美しいキャンパスの 1つと称されています。海外教
育学院ではレベル別の中国語学習はもちろん、選択科目が充実
しており中国に関する様々な知識を身に着けることができま
す。

費用目安（10ヶ月） 70万円～

奨学金
（交換留学全員対象） 6万円/月

学生数 約40,000人

プログラム種別 ③、④

厦門大学
中国／厦門

交換留学 語学研修
大学寮
中国語 英 語 ※英語は交換留学のみ

交換留学
大学寮
中国語 英 語

交換留学
大学寮
中国語 英 語

交換留学
大学寮
中国語 英 語

交換留学
大学寮
中国語

費用目安（10ヶ月） 90万円～

奨学金
（交換留学全員対象） 6万円/月

学生数 約33,000人

プログラム種別 ②、③、④

※語学研修の費用は募集要項へ

交換留学 語学研修
大学寮
中国語 英 語

費用目安（10ヶ月） 90万円～

奨学金
（交換留学全員対象） 6万円/月

学生数 約24,000人

プログラム種別 ②、③、④

※語学研修の費用は募集要項へ

深圳大学（中国）

※掲載内容は派遣交換留学または推薦語学研修対象校。2023年度以降の派遣先については当該年度の募集要項にて確認してください。
※凡例はP12を、プログラム種別の詳細はP10を参照してください。
※各派遣先大学の情報は、本学HP「協定校のご紹介」からもご確認ください。
※掲載内容は変更となる場合があります。最新情報は国際センターまでお問い合わせください。

英
語
圏

ス
ペ
イ
ン
語・ポ
ル
ト
ガ
ル
語
圏

中
国
語
圏

そ
の
他
ア
ジ
ア
圏

そ
の
他
欧
州
圏・中
近
東
圏

建
築
留
学



18

中国・雲南大学は、雲南省昆明市に位置する公立大学で、
1922年に設立されました。現在約 28,000名の学生が在籍し
ており、人文学、経営学、工学等の各分野で学士課程、修士課
程等を擁しています。
国際交流の面においては、200以上の大学と交流協定を締結
しています。

費用目安（11ヶ月） 80万円～

奨学金
（交換留学全員対象） 6万円/月

学生数 約28,000人

プログラム種別 ④

雲南大学　 NEW
中国／昆明

大学寮
中国語

中国経済の中心である上海の北部郊外に位置します。中国でも
トップクラスの学生が通い、世界的にも著名な研究者が数多く
在籍しています。広大なキャンパスは、アカデミックで落ち着
いた雰囲気があります。上海の観光名所の多くがほど近い距離
にあり、上海から少し足をのばせば、蘇州、杭州など長江流域
に訪れたい古都や名所・史跡が数多くあります。

復旦大学
中国／上海

中国の東部、上海に接する浙江省の首都杭州にある総合大学で
す。百年近い歴史があり、ビジネス教育に定評があります。教
育部、商務部、浙江省人民政府が支援する重点大学で、とくに
経済学、管理学（経営学）、会計、金融の分野に力を入れており、
ビジネス中国語の教育も受けることができます。

費用目安（11ヶ月） 100万円～

奨学金
（交換留学全員対象） 6万円/月

学生数 約27,000人

プログラム種別 ②、③、④

浙江工商大学
中国／杭州

教員養成において伝統ある大学として発展してきました。市内
にキャンパスが 2つあり、地下鉄の駅からも近く、便利な場
所にあります。市の中心部へはバスで 20分程で行くことがで
き、自転車での移動も便利です。国際交流には力をいれており、
世界各国から学生が集まっています。上海は、中国最大の国際
都市で、近代化が進み、欧州建築に影響された古い建物と近代
的な建物が共存しています。

費用目安（10ヶ月） 100万円～

奨学金
（交換留学全員対象） 6万円/月

学生数 約34,000人

プログラム種別 ③、④

上海師範大学
中国／上海

中国・広東省深圳市に位置する大学で、1983年に創立。深圳
経済特区唯一の総合大学であり、同経済特区の急速な成長とと
もに発展を遂げました。キャンパスは風光明媚な深圳の海の側
に位置し、香港にもほど近い場所です。校園は山と海とに囲ま
れ、四季を通じて花々が咲く美しいキャンパスで学ぶことがで
きます。

費用目安（11ヶ月） 100万円～

奨学金
（交換留学全員対象） 6万円/月

学生数 約38,000人

プログラム種別 ②、③、④

深圳大学
中国／深圳

華南エリアにおける経済・文化の中心都市、広東省広州市にあ
る総合大学です。外国語文化や国際ビジネスの研究拠点とし
て、グローバルに活躍が期待される人材を育成しています。カ
リキュラムに含まれる外国語は 20種類と華南エリアでは最も
多くの言語を学べる大学となっており、外国語学科は全国でも
トップレベルを誇ります。マイナー言語の研究や同時通訳者な
ど語学系エリート人材の育成に力を入れています。

費用目安（11ヶ月） 80万円～

奨学金
（交換留学全員対象） 6万円/月

学生数 約20,000人

プログラム種別 ②、③、④

広東外語外貿大学
中国／広州

中山大学は1924年創立の総合大学です。人文科学学院、外国
語学院、国際商学院、法学院、工学院、医学院など37の学部
を擁しています。広州市内と珠海地区に広大な敷地を持つキャ
ンパスは緑が多く、赤いレンガで造られた古い建造物と現代建
築が隣接して立ち並んでおり美しい風景が広がっています。

費用目安（11ヶ月） 70万円～

奨学金
（交換留学全員対象） 6万円/月

学生数 約56,000人

プログラム種別 ③、④

中山大学
中国／広州

周恩来の指示により 1964年に創立された大連日本語専門学
校を前身とする大学。外国語教育を主としつつ、国際化教育を
特色とした言語学、文学、管理学、経済学、工学、法学、芸術
教育を行う総合的な外国語大学として発展を遂げています。年
間 30％以上の学生が日本に留学する世界最大規模の日本語拠
点校であり、日本への関心が高い学生との交流が可能です。

大連外国語大学
中国／大連

費用目安（11ヶ月） 100万円～

奨学金
（交換留学全員対象） 6万円/月

学生数 約15,000人

プログラム種別 ②、③、④

中国東北部遼東半島の美しい海岸沿いの街、大連にあり、中国
経済の近代化を担う経済人の育成を目標として 1952年に設
立されました。広大なキャンパスの西側に位置する中国語文化
学院は 1988年の設立以来、世界各国から数百名の留学生を
積極的に受け入れており、国際色豊かな環境です。キャンパス
は落ち着きのある雰囲気を持っており、快適な留学生活を送る
ことができます。

東北財経大学
中国／大連

費用目安（11ヶ月） 100万円～

奨学金
（交換留学全員対象） 6万円/月

学生数 約17,000人

プログラム種別 ③、④

費用目安（10ヶ月） 70万円～

奨学金
（交換留学全員対象） 6万円/月

学生数 約36,000人

プログラム種別 ④

上海で質の高い教育環境を提供する教育系名門総合大学です。緑と
湖に囲まれ、上海一美しいと言われるキャンパスで落ち着いて勉強
できるのが魅力です。上海市中心部からは少し離れていますが、大
学の周囲にはまだ上海の懐かしい下町が残っており、上海庶民の暮
らしを垣間見ることができます。教育界や言論界に優秀な人材を輩
出し、19の学院、58の学科、70の本科、47の修士、29の博士
課程があり、中等教育、高等教育の教員養成に力を入れています。

費用目安（11ヶ月） 100万円～

奨学金
（交換留学全員対象） 6万円/月

学生数 約34,000人

プログラム種別 ②、③、④

交換留学
大学寮
中国語

交換留学
大学寮
中国語

交換留学
大学寮
中国語

華東師範大学
中国／上海

中国のほぼ中心の湖北省武漢市に位置する華中科技大学は、
1952年に創立された華中工学院（後に華中理工大学に改名）、
と 1907年にルーツをさかのぼる同済医科大学、および武漢
シティー建設学院が 2000年に合併した中国の重点総合大学
です。北京に次ぎ 2番目に大学数の多い都市武漢の中でその
研究実績は国内外に広く認められています。

費用目安（10ヶ月） 80万円～

奨学金
（交換留学全員対象） 6万円/月

学生数 約55,000人

プログラム種別 ②、③、④

華中科技大学
中国／武漢

交換留学
大学寮
中国語 英 語

交換留学
大学寮
中国語 英 語

大学寮
中国語

交換留学 交換留学
大学寮
中国語

交換留学
大学寮
中国語

交換留学
大学寮 アパート
中国語

中国四大古都の1つでもあり、山と水に囲まれた南京にある歴
史ある有名大学です。1902年に開校して以来、高い教育水準
と実績を誇り、現在では全国重点大学の1つとして、中国文
学、数学、物理学など8学部が国家の重点学科として指定され
ています。英語コースはビジネスを中心に開講されており、中
国語による専門科目との同時履修や、留学生向け中国語コース
での中国語学習も可能となっています。

費用目安（10ヶ月） 100万円～

奨学金
（交換留学全員対象） 6万円/月

学生数 約36,000人

プログラム種別 ②、③、④

南京大学
中国／南京

交換留学
大学寮
中国語 英 語

交換留学
大学寮
中国語 英 語

交換留学
（歴民）
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教員養成校として創立され、現在は総合大学となっています。
百年余の歴史を持ち、重点大学として指定されており、北京大
学、清華大学、中国人民大学とともに北京四大大学と称されて
います。中国語教育に定評があり、経験豊富な教員が多く在職
しています。繁華街までバスで 20分と市内見学にも便利な場
所にあります。

北京師範大学
中国／北京

1951年に創立され、大連市西部に位置する教育学に力を入れ
ている大学。カリキュラムの細かさ、豊富さに特徴を持ち、ク
ラスのレベルが非常に細かく分けられています。学内にHSK
試験センターがあり、言語学習に集中できるだけでなく、中国
各地への言語実践活動や文化考察活動のカリキュラムも実施し
ています。

費用目安（11ヶ月） 100万円～

奨学金
（交換留学全員対象） 6万円/月

学生数 約18,800人

プログラム種別 ③

遼寧師範大学
中国／大連

北京市西北郊の清華園にある中国でもトップクラスの総合大学
です。中国一といわれる広大なキャンパスは、1つの町のよう
に生活に必要な設備が一通りそろっています。首都北京は、中
国の政治と文化の中心であり、紫禁城、天安門広場、頣和園、
故宮、また万里の長城などの名所旧跡もたくさん残っており、
海外からの観光客も数多く訪れる人気の高い都市です。

費用目安（11ヶ月） 100万円～

奨学金
（交換留学全員対象） 6万円/月

学生数 約53,000人

プログラム種別 ④

清華大学
中国／北京

中国東北部の遼寧省瀋陽市にある総合大学です。文学、歴史、
哲学、経済、法律、外国語、芸術、理工、管理などの学部を備
えており、3つのキャンパスがあります。中国政府から「211
プロジェクト」の重点大学に指定された大学の 1つであり、
遼寧省でも最高クラスの大学で、全国 100大学にも選ばれて
います。日本からの留学生も数多く在籍しており、人気の高い
大学といえます。

費用目安（11ヶ月） 70万円～

奨学金
（交換留学全員対象） 6万円/月

学生数 約26,000人

プログラム種別 ③、④

遼寧大学
中国／瀋陽

交換留学
大学寮
中国語

交換留学
大学寮 アパート
英 語

1984年に創立され、1994年に大学として認可を受けまし
た。現在では経営学部、人文社会学部、理工学部など 3カレッ
ジ、4スクールをもつ総合大学です。国際的な大学として、香
港は元より北米、南米、ヨーロッパ、アジア、アフリカ、オー
ストラリアなど世界各国から教員の採用を行っています。世界
37ヶ国・地域の 300校と交流協定を締結しています。

費用目安（9ヶ月） 100万円～

奨学金
（交換留学全員対象） 7万円/月

学生数 約20,000人

プログラム種別 ②

香港城市大学
中国／九龍

1952年に天津大学、清華大学など 6大学の理工系学部を統合
し創設された工学系中心の国家重点大学です。中国国内で初め
て大学院が開設された大学の 1つでもあります。キャンパス
は多くの大学が集まる大学街に位置し、留学生向け中国語学習
プログラムでは 1クラス 5～ 15名の少人数教育を重視して
いる環境となっています。

北京科技大学
中国／北京

交換留学 語学研修
大学寮
中国語

費用目安（10ヶ月） 100万円～

奨学金
（交換留学全員対象） 6万円/月

学生数 約26,000人

プログラム種別 ②、③、④

※語学研修の費用は募集要項へ

費用目安（10ヶ月） 100万円～

奨学金
（交換留学全員対象） 6万円/月

学生数 約23,000人

プログラム種別 ③

※語学研修の費用は募集要項へ

1898年に創立された中国最初の国立総合大学です。現在、5
つの学部と 41の学院と学系、271の研究所と研究センターが
あります。文理系の基礎教学と研究を中心とした総合大学で、
高い教育水準を誇ります。多くの人材を輩出してきており、経
済、文化など中国各界において数多くの卒業生が活躍していま
す。また、北京大学図書館は圧倒的な蔵書数を誇り、アジア最
大規模の図書館とされます。

費用目安（11ヶ月） 100万円～

奨学金
（交換留学全員対象） 6万円/月

学生数 約36,000人

プログラム種別 ④

北京大学
中国／北京

交換留学
大学寮
中国語 英 語

大学寮
中国語

交換留学
（外語）（歴民）語学研修

大学寮
中国語

交換留学
（外語）

大学寮 アパート
中国語

交換留学
（外語）

北京の西部に位置する理工系を中心とする総合大学。留学生向
けの中国語学習プログラムでは特にHSK対策の授業に力を入
れており、中国人学生とのマンツーマンでの会話サポートが毎
週2時間ありネイティブの学生とのコミュニケーションをとる
機会が用意されています。また、普段からHSKを視野に入れ
た授業が行われる他、試験前には直前特訓レッスンも設け、無
料テキストを配布して対策を行います。

費用目安（10ヶ月） 100万円～

奨学金
（交換留学全員対象） 6万円/月

学生数 約17,000人

プログラム種別 ②、③、④

北方工業大学
中国／北京

交換留学
大学寮
中国語
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韓国・仁川市にメインキャンパスがあり、経営学、社会科学、
工学などの分野で 12学部と 8研究科を擁する総合大学です。
国際交流に力を入れており、世界 34か国 155大学と協定を
締結し、約 400名の留学生が在籍しています。

費用目安（11ヶ月） 110万円～

奨学金
（交換留学全員対象） 7万円/月

学生数 約14,000人

プログラム種別 ②、③、④

費用目安（11ヶ月） 110万円～

奨学金
（交換留学全員対象） 7万円/月

学生数 約11,000人

プログラム種別 ③、④

費用目安（10ヶ月） 70万円～

奨学金
（交換留学全員対象） 7万円/月

学生数 約33,000人

プログラム種別 ②

仁川大学校
韓国／仁川

1947年に設立された韓国・ソウルの有名な学生街・新村に位
置するにメインキャンパスを有する私立大学。韓国で有数の美
術・デザインに強みを持ち、さらに商経学部、法経学部、工科
学部、経営学部等を擁する総合大学です。韓国語を学ぶための
弘益大学校国際教育院（語学堂）も併設され、語学教育も充実
しています。

費用目安（10ヶ月） 100万円～

奨学金
（交換留学全員対象） 7万円/月

学生数 約18,000人

プログラム種別 ②、③、④

費用目安（10ヶ月） 100万円～

奨学金
（交換留学全員対象） 7万円/月

学生数 約11,000人

プログラム種別 ②、③、④

費用目安（11ヶ月） 70万円～

奨学金
（交換留学全員対象） 6万円/月

学生数 約27,000人

プログラム種別 ②

費用目安（10ヶ月） 90万円～

奨学金
（交換留学全員対象） 7万円/月

学生数 約17,000人

プログラム種別 ④

弘益大学校
韓国／ソウル

交換留学
大学寮
英 語

交換留学
大学寮
韓国語

釡山に程近い、韓国南海岸の昌原市に位置し、60余年の歴史
と教育の実績を持ち、文系、理系、幅広い分野からなる総合大
学です。多くの学生が学んでいる韓国有数の教育・研究機関で、
韓国内でも美しいキャンパスの大学としても有名です。昌原は、
昔から空気が清らかで水がきれいな休養地として広く知られた
ところです。

慶南大学校
韓国／昌原

ソウルの東部に位置する名門の私立大学で、広大なキャンパス
には森林や大きな湖があり美しい自然環境で有名です。20の
学部、112の専攻、67の修士課程、58の博士課程、60の付
属研究所があります。38ヶ国、212の大学と姉妹提携を結ん
でおり、文化交流を推進しています。言語教育院の韓国語課程
では、学生が効果的に言語習得できるよう、様々なプログラム
が組まれています。

建国大学校
韓国／ソウル

クライスト大学は、インド南部のバンガロールにメインキャン
パスを有する私立大学です。経営学、工学、人文・社会科学、
法学、理学等の分野で学士課程、修士課程等を擁し、現在約
27,000名の学生が在籍しています。現在、約 60校の海外大
学と交流協定を締結しており、交換留学生を含めた留学生は、
アジアの大学出身学生を中心に毎年約 500名程度在籍してい
ます。

クライスト大学
インド／バンガロール

誠信女子大学校は、1936年に創立された、ソウル市に 2キャ
ンパスを有する私立大学です。人文学、社会科学、法学、教育
学、自然科学等の分野で学士課程、修士課程を擁し、現在約
11,000名の学生が在籍しています。様々な分野において合計
約 70科目が英語で開講されています。また、韓国語コースに
て、韓国語を集中的に学ぶことも可能です。交換留学生を含め
た留学生は、アジアを中心に毎年約 300名程度在籍しています。

誠信女子大学
韓国／ソウル

朝鮮王朝発祥の地で 1200年以上もの歴史がある全州市に位
置する大学で、1911年に創立されました。9つの学術領域（経
済、経営、法、文学、歴史、哲学、工学、科学、芸術）を取り
扱う地方のトップ大学の一つです。特に経営、行政、経済、法、
食品科学の教育と研究において高い評価を受けています。

全州大学校
韓国／全州

タイで２番目に古く、知名度の高い大学のひとつです。道徳哲
学と政治学の大学として、1934年に設立され、様々な分野を
提供する総合大学ですが、法学系分野が特に有名であり、タイ
国内の権威とされています。1966年にタイの大学として初め
て教養教育を導入した先駆け的な大学です。教養学部に日本語
学科を持ち、法学部に日本法研究センターがあるなど、日本と
のつながりも深い大学です。

タマサート大学
タイ／バンコク

その他アジア圏への
留学

大学紹介

明知大学校（韓国）

アジア圏への留学＝「現地語を学ぶこと」をイメージする方が多いと思いますが、実はほぼ全ての大学で英語
での留学が可能です。多くの大学で、英語で専門科目を履修しながら、現地語を基礎から学ぶことが可能です。
もちろん韓国を中心に、現地語を重点的に学ぶことができる大学も多くあります。
アジアは日本から進出している企業が多く、将来 “海外で仕事をしてみたい！ ”“外国と関わる仕事をしてみ
たい！ ”と考えている方にはおススメです。
また、マレーシアのように多国籍・多宗教の国もあり、異文化理解の面白さ、難しさを経験できる留学先国も
あります。是非アジア圏への留学を検討してみてください！

グローバル企業が注目するアジア

※掲載内容は派遣交換留学または推薦語学研修対象校。2023年度以降の派遣先については当該年度の募集要項にて確認してください。
※凡例はP12を、プログラム種別の詳細はP10を参照してください。
※各派遣先大学の情報は、本学HP「協定校のご紹介」からもご確認ください。
※掲載内容は変更となる場合があります。最新情報は国際センターまでお問い合わせください。

費用目安（10ヶ月） 100万円～

奨学金
（交換留学全員対象） 7万円/月

学生数 約29,000人

プログラム種別 ②、④

※語学研修の費用は募集要項へ

交換留学 語学研修
大学寮
韓国語 英 語

アパート ※アパートおよび英語は交換留学のみ

交換留学
大学寮 アパート
韓国語 英 語

交換留学
大学寮 アパート
韓国語 英 語

交換留学
大学寮
韓国語 英 語

交換留学
大学寮 アパート
韓国語

交換留学
アパート
英 語 タイ語
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史跡に溢れる首都・ハノイにある名門大学。自然科学、人文社
会科学、外国語学、工学、経済学、経営学、教育学、法学、国
際研究、医学、薬学などさまざまな分野が提供されている総合
大学で、規模としてはベトナム最大級。前身のインドシナ大学
は 1906年に設立され、現在の形は 1993年に行われた大合
併によって始まりました。日本語教育も盛んです。

ベトナム国家大学ハノイ校
ベトナム／ハノイ

ソウルの西北部に位置する延世大学校は 1885年に設立されまし
た。現在、17学部、121学科、17特殊大学院からなる総合大学
です。キャンパスは新村キャンパスと原州キャンパスの 2か所が
あり、韓国の三大一流大学の 1つとされ、名門大学として名が知
られています。新村キャンパスはソウルの西部にあり、緑も多い
ですが市内までの交通は便利です。近辺は複数の大学が集まって
いる学生街で韓国現代文化の発信地の 1つでもあります。

費用目安（10ヶ月） 100万円～

奨学金
（交換留学全員対象） 7万円/月

学生数 約19,000人

プログラム種別 ②、③、④

延世大学校
韓国／ソウル

カンボジア王立法律経済大学は 2003年に設立されたプノンペ
ン特別市にメインキャンパスを有する王立大学です。1949年設
立のNational Institute of Law and Economicsを前身としま
す。法学、経済学、経営学等の分野で学士課程、修士課程等を擁し、
現在約13,000名の学生が在籍しています。法学、経済学、経営学、
政治学等の分野で合計 70科目程度が英語で開講されています。
交換留学生を含めた留学生は、毎年 100名程度在籍しています。

費用目安（10ヶ月） 90万円～

奨学金
（交換留学全員対象） 7万円/月

学生数 約13,000人

プログラム種別 ②

費用目安（11ヶ月） 70万円～

奨学金
（交換留学全員対象） 7万円/月

学生数 約47,000人

プログラム種別 ②

費用目安（10ヶ月） 70万円～

奨学金
（交換留学全員対象） 7万円/月

学生数 約25,000人

プログラム種別 ②

カンボジア王立法律経済大学
カンボジア／プノンペン

韓国南西部に位置する木浦市にある総合大学です。各分野にお
いて、優秀な学生を育成し、国の発展と人間社会全体に貢献で
きるような能力を習得させることを目標としています。また、
競争力のあるグローバル大学を目指し、アジア太平洋地域を中
心に世界中の大学との国際交流や提携を進めています。

費用目安（10ヶ月） 90万円～

奨学金
（交換留学全員対象） 7万円/月

学生数 約11,000人

プログラム種別 ③、④

木浦大学校
韓国／務安

交換留学
大学寮
韓国語

韓国の港都市・釡山にある大学の 1つ。外国語教育、コンピュー
タ教育、産学共同教育などに重点を置いています。学内には、
完全電算化になった中央図書館とマルチメディアセンターがあ
り、国内外と連携を強めています。メインキャンパスは釡山の
山側に位置しており、市街地が一望できますが、中心部から地
下鉄・バスで 20分程度と便利です。

東亜大学校は、韓国の釡山広域市に位置する、1946年創立の
私立大学です。教育、考古学、歴史学、哲学、韓国語学などの
各分野で学士課程、修士課程等を擁し、現在約 22,000名の学
生が在籍しています。現在、約 300校の海外大学と交流協定
を締結しており、交換留学生を含めた留学生は、毎年約 1,000
名程度在籍しています。同大学では経営学、工学部、社会科学
等の各分野で英語で講義科目を現在開講しています。

費用目安（10ヶ月）費用目安（10ヶ月） 90万円～90万円～

奨学金
（交換留学全員対象）

奨学金
（交換留学全員対象） 7万円/月7万円/月

学生数学生数 約11,000人約22,000人

プログラム種別プログラム種別 ②、③、④②、③、④

東西大学校東亜大学校　 NEW
韓国／釡山韓国／釡山

明知大学校は、ソウルにメインキャンパスを有する 1948年
創立の私立大学です。人文学、経営学部、工学等の分野で学士
課程、修士課程を擁し、現在約 19,000名の学生が在籍中です。
交換留学生を含めた留学生は、毎年 1,000名程度在籍してい
ます。歴史・文化や経営学関連の一部の科目が英語で開講され
ているほか、専門科目の履修に並行して、週に 9時間程度韓
国語を無料で学ぶことが可能です。

明知大学校
韓国／ソウル

交換留学
大学寮 アパート
英 語

交換留学
大学寮 アパート
英 語

1949年にマレーシア初、首都にある唯一の国立大学として誕
生し、国の将来を担う人材を育成し未来の国家基盤を築くこと
を目的に設立された由緒ある大学です。世界でも上位にランク
されるマレーシアのトップ校として、マハティール元首相を含
む多くの政治家や各界のリーダーを輩出してきました。教育学、
言語学専攻の人気が高く、色鮮やかな花が咲き乱れる緑の多い
南国情緒あふれる雰囲気です。

費用目安（10ヶ月） 70万円～

奨学金
（交換留学全員対象） 7万円/月

学生数 約28,000人

プログラム種別 ②

マラヤ大学
マレーシア／クアラルンプール

モンゴル財政経済大学は、首都ウランバートルにメインキャ
ンパスを有する大学で、1924年に創立され、約 4,000名の
学生が所属している大学です。ビジネス、経済、財務、会計、
情報システム等の分野で学士課程、修士課程等を擁し、同国
で初めて Accreditation Council of Business Schools and 
Programs（ACBSP/ ビジネススクール・プログラム認可評
議会）の会員となった大学です。

費用目安（10ヶ月） 70万円～

奨学金
（交換留学全員対象） 7万円/月

学生数 約4,000人

プログラム種別 ②

モンゴル財政経済大学
モンゴル／ウランバートル

マルチメディア大学は、1996年に民間企業であるテレコムマレー
シア（UTSB）によって設立された高等教育機関です。マレーシア
初の私立大学であり、周辺地域の教育と研究がハイテク産業の発展
へとつながるスタンフォード、シリコンバレーの例を参考に運営さ
れています。メインの 2キャンパスは、歴史深いマラッカと、クア
ラルンプール郊外のハイテク関連企業が多く集まるサイバージャヤ
にキャンパスがあり地域の特色も活かし学ぶことができます。

費用目安（8ヶ月） 70万円～

奨学金
（交換留学全員対象） 7万円/月

学生数 約20,000人

プログラム種別 ②

マルチメディア大学
マレーシア／サイバージャヤ

交換留学
大学寮
英 語

交換留学
大学寮
英 語

交換留学
大学寮
英 語

1996年にマレーシア政府高等教育省に登録され、2001年
10月 30日に正式に業務を開始し、高等教育省民間教育部門
に登録されました。医学・歯学部も兼ね備えた総合大学です。
郊外にあるため生活費が比較的安く、マレーシアの伝統的な文
化も数多く残る安全な環境で勉強ができます。またインターン
シップの機会も提供されています。

費用目安（10ヶ月） 70万円～

奨学金
（交換留学全員対象） 7万円/月

学生数 約3,000人

プログラム種別 ②

エイムスト大学
マレーシア／スンガイ・プタニ

マレーシアの行政新首都であるプトラジャヤの隣にあるセル
ダンに位置しています。周りは広大な自然に囲まれながら、
様々な施設がありキャンパスライフを楽しむことができます。
1931年に創立し、小さな農業学校として誕生しました。現在
はマレーシアの最先端の研究機関として国内、国外を問わず
数々の賞を受賞しており、また生物化学の分野の優れた高等教
育機関として広く知れ渡っています。

マレーシアプトラ大学
マレーシア／セルダン

交換留学
大学寮
韓国語 英 語

交換留学
大学寮
韓国語 英 語

交換留学
大学寮 アパート
韓国語 英 語

費用目安 募集要項参照

学生数 約39,000人

プログラム種別 語学研修のみ

語学研修
大学寮
韓国語

交換留学
大学寮
英 語 モンゴル語

交換留学
大学寮
英 語 ベトナム語
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費用目安（11ヶ月） 150万円～

奨学金
（交換留学全員対象） 8万円/月

学生数 約1,600人

プログラム種別 ②、④

費用目安（10ヶ月） 160万円～

奨学金
（交換留学全員対象） 8万円/月

学生数 約20,000人

プログラム種別 ②、④

王立高等商業学校として創立され、現在は 4学部 19学科をも
つ総合大学です。日本学・日本語専攻の学生数はおよそ 800
名にのぼり、イタリア随一、ヨーロッパでも屈指の日本研究・
日本語教育機関です。ヴェネツィアとその潟は、世界遺産にも
登録されています。

ヴェネツィア カ・フォスカリ大学
イタリア／ヴェネツィア

オーストリアの最西端の州、フォアアールベルク最大の都市ド
ルンビルンにあり、ドイツ・スイス・リヒテンシュタインと国
境を接しています。1989年に設立されたフォアアールベルク
技術学校を前身としており、経営学・工学・産業デザイン・社
会学の分野で、12の学位プログラムを提供しています。

フォアアールベルク応用科学大学
オーストリア／ドルンビルン

その他欧州圏・
中近東圏への留学

大学紹介

エトヴェシュ・ロラーンド大学（ハンガリー）

神奈川大学では欧州に興味のあるみなさんに、東欧、西欧、北欧、バルト三国等、実に多種多様な留学先大学
を提供しています。そして、本学から交換留学可能な欧州の全大学で英語での開講科目が設置されています。（開
講分野は派遣先大学により異なります）
英語で欧州のことを学びながら、現地語・現地文化を学ぶことが可能で、多くの欧州圏への留学経験者は非常
に満足度の高い留学を経験しています。
また欧州では、交換留学が非常に盛んなため、多くの大学で色々な国からの留学生が学んでおり、様々な交流
が可能です。さらに、それぞれの国が近いことから、休暇中に欧州内を旅行する学生も少なくありません。
もちろんドイツ語を筆頭に、大学入学後に学び始めた語学力を向上させるための留学も可能です。
是非神奈川大学で欧州を制覇してください！

多くの大学で英語での授業が履修できます

サピエンツァ　ローマ大学は、ローマ市にメインキャンパスを有する 1303
年創立の公立大学です。文学・人文学、法学、経済学などの分野で学士、博
士課程を擁し、現在約 115,000名の学生が在籍しています。現在、約 200
校の海外大学と交流協定を締結しており、交換留学生を含めた留学生は、ヨー
ロッパの大学出身学生を中心に毎年約 1,500名程度在籍しています。同大学
では、文学・人文学、経済学などの分野で英語で講義科目を開講しています。ま 
た、専門科目と並行して、週に 2時間程度のイタリア語を学ぶことも可能です。

費用目安（11ヶ月） 160万円～

奨学金
（交換留学全員対象） 8万円/月

学生数 約115,000人

プログラム種別 ②、④

サピエンツァ　ローマ大学
イタリア／ローマ

交換留学
大学寮 アパート

イタリア語 英 語

交換留学
大学寮 アパート

イタリア語 英 語

交換留学
大学寮 アパート
英 語 ドイツ語

ベルガモ大学
イタリア／ベルガモ

費用目安（11ヶ月） 160万円～

奨学金
（交換留学全員対象） 8万円/月

学生数 約23,000人

プログラム種別 ②、④

ベルガモ大学は、ロンバルディア州ベルガモ市にメインキャンパ
スを有する 1968年創立の州立大学です。経営・経済学などの分
野で学士課程、修士課程を擁し、現在約 23,000名の学生が在籍
中です。交換留学生を含めた留学生は、ヨーロッパ出身学生を中
心に毎年 1,600名程度在籍しています。経営・経済学などの分
野で講義科目が英語で開講されています。また、専門科目と並行
して、週に 2時間程度イタリア語を学ぶことも可能です。

交換留学
大学寮

イタリア語 英 語

費用目安（11ヶ月） 160万円～

奨学金
（交換留学全員対象） 8万円/月

学生数 約24,000人

プログラム種別 ②、④

カラブリア大学は、カラブリア州レンデにキャンパスを有する 1972年
創立の国立大学です。経営・法学などの分野で学士課程、修士課程を擁
し、現在約 24,000名の学生が在籍しています。現在、約 220校の海外
大学と交流協定を締結しており、交換留学生を含めた留学生は、ヨーロッ
パの大学出身学生を中心に毎年 800名程度在籍しています。同大学では、
人文研究学などの分野で英語で講義科目を開講しています。また、専門
科目と並行して、週に 2時間程度のイタリア語を学ぶことも可能です。

カラブリア大学
イタリア／カラブリア

交換留学
大学寮

イタリア語 英 語

トレント大学は、トレンティーノ＝アルト・アディジェ州トレント市にキャン
パスを有する 1962年創立の公立大学です。経営・法学などの分野で学士課程、
修士課程を擁し、現在約 16,000名の学生が在籍しています。現在、約 450
校の海外大学と交流協定を締結しており、交換留学生を含めた留学生は、ヨー
ロッパの大学出身学生を中心に毎年 1,300名程度在籍しています。同大学で
は、経済・経営学、人文学などの分野で英語で講義科目を開講しています。ま
た、専門科目と並行して、週に 2時間程度のイタリア語を学ぶことも可能です。

費用目安（11ヶ月） 160万円～

奨学金
（交換留学全員対象） 8万円/月

学生数 約16,000人

プログラム種別 ②、④

トレント大学
イタリア／トレント

交換留学
大学寮

イタリア語 英 語

交換留学
大学寮 アパート

イタリア語 英 語

費用目安（9ヶ月） 150万円～

奨学金
（交換留学全員対象） 8万円/月

学生数 約12,000人

プログラム種別 ②、④

マチェラータ大学は、マルケ州マチェラータ市にキャンパスを有する 2006
年創立の国立大学です。経済学、法学などの分野で学士課程、修士課程を
擁し、現在約 12,000名の学生が在籍しています。現在、約 60校の海外
大学と交流協定を締結しており、交換留学生を含めた留学生は、ヨーロッ
パの大学出身学生を中心に毎年 500名程度在籍しています。同大学では、
経済学、法学などの分野で英語で講義科目を開講しています。また、専門
科目と並行して、週に 5時間程度のイタリア語を学ぶことも可能です。

マチェラータ大学
イタリア／マチェラータ

費用目安（10ヶ月） 80万円～

奨学金
（交換留学全員対象） 7万円/月

学生数 約13,000人

プログラム種別 ②

フィンランド、ロシアと共にフィンランド湾に面する 3つの
国の 1つでもあるエストニア。タルトゥ大学は学問・文化の
中心であるエストニア第 2の都市・タルトゥにあり、スウェー
デンの王グスタフ 2世により 1632年に創立されたエストニ
アで最も有名かつ最古の大学です。エストニアやバルト三国と
ヨーロッパなどの比較文化をはじめ、EUやロシアとの国際政
治の英語コースも充実しています。

タルトゥ大学
エストニア／タルトゥ

交換留学
大学寮
英 語 エストニア語

※掲載内容は派遣交換留学または推薦語学研修対象校。2023年度以降の派遣先については当該年度の募集要項にて確認してください。
※凡例はP12を、プログラム種別の詳細はP10を参照してください。
※各派遣先大学の情報は、本学HP「協定校のご紹介」からもご確認ください。
※掲載内容は変更となる場合があります。最新情報は国際センターまでお問い合わせください。
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インホラント応用科学大学は、北ホラント州アルクマール市な
どにキャンパスを有する 2002年創立の応用科学大学です。経
営学などの分野で学士課程を擁し、現在約 26,000名の学生が
在籍しています。現在、約 300校の海外大学と交流協定を締結
しており、交換留学生を含めた留学生は、ヨーロッパの大学出
身学生を中心に毎年 1,800名程度在籍しています。同大学では、
経営・財政・法学などの分野で英語で講義科目を開講しています。

費用目安（11ヶ月） 160万円～

奨学金
（交換留学全員対象） 8万円/月

学生数 約26,000人

プログラム種別 ②

インホラント応用科学大学
オランダ／アルクマール

フォンティス応用科学大学は、オランダの南部アイントホー
フェンにメインキャンパスを有する公立大学です。経営学、経
済学の分野で学士課程、修士課程等を擁し、交換留学生を含め
た留学生は、ヨーロッパの大学出身学生を中心に毎年約 5,000
名程度在籍しています。

費用目安（10ヶ月） 150万円～

奨学金
（交換留学全員対象） 8万円/月

学生数 約44,000人

プログラム種別 ②

ザグレブ大学は、クロアチアのザグレブ市に位置する、1669
年創立の公立大学です。ビジネス、法学、医学、工学等の各分
野で学士課程、修士課程等を擁し、現在約 70,000名の学生が
在籍しております。現在、約 250校の海外大学と交流協定を
締結しており、交換留学生を含めた留学生は、毎年 4,000名
程度在籍しています。同大学では経営学、工学、社会科学等の
各分野で英語で講義科目を開講しています。

費用目安（10ヶ月） 100万円～

奨学金
（交換留学全員対象） 7万円/月

学生数 約70,000人

プログラム種別 ②

ロッテルダム応用科学大学（オランダ）は、南ホランド州ロッテ
ルダム市にキャンパスを有する1988年創立の公立大学です。経
営学などの分野で学士課程、修士課程を擁し、現在約36,000名
の学生が在籍しています。現在、約300校の海外大学と交流協
定を締結しており、交換留学生を含めた留学生は、ヨーロッパの
大学出身学生を中心に毎年約1,000名程度在籍しています。同
大学では、経営学などの分野で英語で講義科目を開講しています。

費用目安（12ヶ月） 180万円～

奨学金
（交換留学全員対象） 8万円/月

学生数 約36,000人

プログラム種別 ②

フォンティス応用科学大学

ザグレブ大学　 NEW

ロッテルダム応用科学大学　 NEW
オランダ／アイントホーフェン

クロアチア／ザグレブ

オランダ／ロッテルダム

交換留学
大学寮

オランダ語 英 語

交換留学
大学寮
英 語 スウェーデン語

交換留学
大学寮
英 語 チェコ語

交換留学
大学寮

ドイツ語 英 語

費用目安（10ヶ月） 90万円～

奨学金
（交換留学全員対象） 7万円/月

学生数 約16,000人

プログラム種別 ②

イリア国立大学は、首都トビリシ市にキャンパスを有する2006年創立の
国立大学です。経営・工学・教育学、法学などの分野で学士課程、修士課程
を擁し、現在約16,000名の学生が在籍しています。現在、約70校の海外
大学と交流協定を締結しており、交換留学生を含めた留学生は、ヨーロッパ
の大学出身学生を中心に毎年約270名程度在籍しています。同大学では、
経営・工学・教育学、法学などの分野で英語で講義科目を開講しています。
また、日本語学習科目を有しており、活発な学生交流が期待できます。

イリア国立大学
ジョージア／トビリシ

スイスにある 7つの応用科学芸術大学のうちの一つ。1997年
に設立したスイス・ルツェルン市にある公立大学で、工学・建
築、ビジネス、IT、社会学、芸術デザイン、音楽の 6学部を有
しています。工学・建築学部とビジネス学部の学生の半数が留
学を経験する、国際的な大学です。

費用目安（11ヶ月） 200万円～

奨学金
（交換留学全員対象） 8万円/月

学生数 約7,000人

プログラム種別 ②、④

ルツェルン応用科学芸術大学
スイス／ルツェルン

費用目安（10ヶ月） 150万円～

奨学金
（交換留学全員対象） 8万円/月

学生数 約6,000人

プログラム種別 ②

ブレーキンゲ工科大学は、1989年に創立されたスウェーデン
南部のブレーキンゲ県カールスクローナにメインキャンパスを
有する公立大学です。電子工学、機械工学、空間設計学等の分
野で学士課程、修士課程を擁します。工科大学ですが、経営学、
経済学等の授業も英語で開講されています。

交換留学
大学寮 アパート

ドイツ語 英 語

交換留学
大学寮 アパート
英 語

交換留学
大学寮 アパート
英 語 スウェーデン語

交換留学
大学寮 アパート
英 語 スウェーデン語

ブレーキンゲ工科大学
スウェーデン／カールスクローナ

費用目安（10ヶ月） 150万円～

奨学金
（交換留学全員対象） 8万円/月

学生数 約23,000人

プログラム種別 ②

ウィンデスハイム応用科学大学は、オーファーアイセル州ズヴォ
レ市にメインキャンパスを有する 1986年創立の応用科学大学
です。経営学などの分野で学士課程を擁し、現在約 23,000名
の学生が在籍しています。現在、約 300校の海外大学と交流協
定を締結しており、交換留学生を含めた留学生は、ヨーロッパ
の大学出身学生を中心に毎年 400名程度在籍しています。同大
学では、経営学などの分野で英語で講義科目を開講しています。

ウィンデスハイム応用科学大学
オランダ／ズヴォレ

交換留学
アパート
英 語

交換留学
アパート
英 語

交換留学
アパート
英 語

交換留学
アパート
英 語

アウクスブルク大学
ドイツ／アウクスブルク

費用目安（10ヶ月） 100万円～

奨学金
（交換留学全員対象） 7万円/月

学生数 約9,000人

プログラム種別 ②

オストラヴァ大学は、チェコの第 3の都市オストラヴァにキャ
ンパスを有する総合大学です。社会科学・人文学・理学・教育
学等の分野で学士課程、修士課程等を擁しています。国際交流
の面においては、約 350大学と交流協定を締結しており、交
換留学生を含め 1,000名以上の留学生が在籍しています。同
大学では、合計 400科目以上の授業が英語にて開講されてい
ます。

オストラヴァ大学
チェコ／オストラヴァ

交換留学
大学寮
英 語 チェコ語

チェコ工科大学は、チェコの首都プラハにキャンパスを有する
工科大学です。工学、建築学、経営学等の分野で学士課程、修
士課程等を擁しており、2017年のQS世界大学ランキングで
は 500位以内に位置しています。3,500名以上の留学生が在
籍しており、70以上のプログラム、合計 900科目以上の授業
が英語にて開講されています。

費用目安（10ヶ月） 100万円～

奨学金
（交換留学全員対象） 7万円/月

学生数 約18,000人

プログラム種別 ②

アウクスブルク大学は、ドイツ南部のアウクスブルクにメイン
キャンパスを有する州立大学です。経営学、経済学、法学、薬
学等の分野で学士課程、修士課程等を擁し、現在約 20,000名
の学生が在籍しています。現在、約 100校の海外大学と交流
協定を締結しており、交換留学生を含めた留学生は、ヨーロッ
パの大学出身学生を中心に毎年 1,600名程度在籍しています。

費用目安（10ヶ月） 120万円～

奨学金
（交換留学全員対象） 8万円/月

学生数 約20,000人

プログラム種別 ②、③、④

チェコ工科大学
チェコ／プラハ

スウェーデン北部のルレオにメインキャンパスを有する公立大
学です。1971年に設立されたスウェーデン最古の工学系大学
でもあり、工学、経営学、経済学、社会科学、建築学、健康科
学等などの分野で学士課程、修士課程等を擁しています。北極
圏に近いことからオーロラ観賞や天然のスケートリンクなど他
にはない体験もすることができます。

費用目安（11ヶ月） 180万円～

奨学金
（交換留学全員対象） 8万円/月

学生数 約17,000人

プログラム種別 ②

ルレオ工科大学

クリスチャンスタード大学　 NEW

スウェーデン／ルレオ

スウェーデン／クリスチャンスタード

ウェストファリアン・ヴィルヘルム大学 ミュンスター
ドイツ／ミュンスター

1780年に創設されたドイツで最も大きい大学の一つで、約
150分野の履修が可能な 15の学部を擁しています。ミュンス
ター市は、人口約 27万人で、ノルトライン＝ヴェストファー
レン州のミュンスターランド地域の中心地です。自転車に優し
い町としても知られており、2004年には、「世界でもっとも
住みやすい町」として、国連 LivCom賞を受賞しました。

費用目安 募集要項参照

学生数 約40,000人

プログラム種別 語学研修のみ

語学研修
大学寮 ホームステイ

ドイツ語

費用目安（11ヶ月） 180万円～

奨学金
（交換留学全員対象） 8万円/月

学生数 約14,000人

プログラム種別 ②

クリスチャンスタード大学は、南スウェーデンのクリスチャン
スタード市に位置する1977年創立の公立大学です。ビジネス、
教育、健康科学、自然科学等の各分野で学士課程、修士課程等を
擁し、現在、約14,000名の学生が在籍しています。同大学では
経営学、工学、社会科学等の各分野で英語で講義科目を開講して
います。300以上のコースが開講され、特に経営管理学のプロ
グラムは、スウェーデン高等教育機関よりスウェーデン国内に
おいて最も優れたプログラムの一つとして認められています。
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費用目安（11ヶ月） 180万円～

奨学金
（交換留学全員対象） 8万円/月

学生数 約17,000人

プログラム種別 ②

西ノルウェー応用科学大学は、ノルウェーのベルゲン市に位置
する、1839年設立の教育機関に起源を持つ私立大学です。教
育、理学、工学、社会科学、経営学などの各分野で学士課程、
修士課程等を擁し、現在約 17,000名の学生が在籍しています。
現在、約 300校の海外大学と交流協定を締結しており、交換
留学生を含めた留学生は、毎年約 400名程度在籍しています。

西ノルウェー応用科学大学　 NEW
ノルウェー／ベルゲン

交換留学
大学寮 アパート

ドイツ語 英 語

交換留学
アパート
英 語

フルトヴァンゲン大学
ドイツ／フルトヴァンゲン

費用目安（10ヶ月） 120万円～

奨学金
（交換留学全員対象） 8万円/月

学生数 約5,500人

プログラム種別 ②、④

フルトヴァンゲン大学は、ドイツ南西部のバーデン =ヴェル
テンベルク州に３つのキャンパスを有する大学です。経営学・
応用化学・コンピューター科学等の分野で学士課程、修士課程、
博士課程を擁しています。同大学では、経営学、工学などの分
野で英語開講科目を提供しています。

交換留学
大学寮

ドイツ語 英 語

ブランデンブルク応用科学大学は、ブランデンブルク州にキャンパスを有
する 1992年創立の公立大学です。経営学、工学などの分野で学士課程、
修士課程を擁し、現在約 2,700名の学生が在籍しています。現在、約 60
校の海外大学と交流協定を締結しており、交換留学生を含めた留学生は、
ヨーロッパの大学出身学生を中心に毎年 500名程度在籍しています。同大
学では、経営学、工学などの分野で英語で講義科目を開講しています。また、
専門科目と並行して、週に 4時間程度のドイツ語を学ぶことも可能です。

費用目安（12ヶ月） 130万円～

奨学金
（交換留学全員対象） 8万円/月

学生数 約2,700人

プログラム種別 ②、④

ブランデンブルク応用科学大学
ドイツ／ブランデンブルク

交換留学
アパート
ドイツ語 英 語

費用目安（10ヶ月） 120万円～

奨学金
（交換留学全員対象） 8万円/月

学生数 約18,000人

プログラム種別 ②、④

ミュンヘン応用科学大学は、バイエルン州ミュンヘン市にメイ
ンキャンパスを有する 1971年創立の公立大学です。経営学、
工学などの分野で学士課程、修士課程を擁し、現在約 18,000
名の学生が在籍しています。交換留学生を含めた留学生は、ヨー
ロッパを中心に毎年 2,500名程度在籍しています。経営学な
どの科目は英語で開講されています。また、専門科目と並行し
て、週に 2時間程度ドイツ語を学ぶことも可能です。

ミュンヘン応用科学大学
ドイツ／ミュンヘン

アパート
交換留学

ドイツ語 英 語

エスリンゲン応用科学大学
ドイツ／エスリンゲン

費用目安（11ヶ月） 120万円～

奨学金
（交換留学全員対象） 8万円/月

学生数 約43,000人

プログラム種別 ①、②、③、④

ドイツ中西部のノルトライン＝ヴェストファーレン州の中心に
あります。2003年に隣接するデュースブルク大学とエッセン
大学が合併しました。本学派遣交換留学先の東アジア研究所は
デュースブルク校にありますが、エッセン校の授業も履修可能
です。

デュースブルク・エッセン大学
ドイツ／デュースブルク, エッセン

費用目安（10ヶ月） 120万円～

奨学金
（交換留学全員対象） 8万円/月

学生数 約4,000人

プログラム種別 ②、④

ノイウルム応用科学大学は、ドイツ南部のノイウルムにメイン
キャンパスを有する公立大学です。経営学、情報管理学、健康
管理学等の分野で学士課程、修士課程等を擁し、現在約 4,000
名の学生が在籍しています。現在、約 90校の海外大学と交流
協定を締結しています。

交換留学
大学寮

ドイツ語 英 語

費用目安（12ヶ月） 130万円～

奨学金
（交換留学全員対象） 8万円/月

学生数 約17,000人

プログラム種別 ②、④

ハンブルク応用科学大学（ドイツ）は、ハンブルク州にキャンパスを有する
1992年創立の公立大学です。ビジネス・社会科学などの分野で学士課程、
修士課程を擁し、現在約17,000名の学生が在籍しています。現在、約60
校の海外大学と交流協定を締結しており、交換留学生を含めた留学生は、ヨー
ロッパの大学出身学生を中心に毎年約2,000名程度在籍しています。同大学
では、ビジネス・社会科学などの分野で英語で講義科目を開講しています。
また、専門科目と並行して、週に3時間程度のドイツ語を学ぶことも可能です。

交換留学
大学寮

ドイツ語 英 語

交換留学
大学寮

ドイツ語 英 語

交換留学
大学寮

ドイツ語 英 語

カールスルーエ応用科学大学は、ドイツ南西部の都市カール
スルーエに位置する応用科学大学で、1878年に創立され、
1971年に大学となりました。現在約 8,000名の学生が在籍
しています。同大学は、ドイツ国内の工業系の有力企業とも強
いパイプを持っています。

費用目安（10ヶ月） 120万円～

奨学金
（交換留学全員対象） 8万円/月

学生数 約8,000人

プログラム種別 ②、④

カールスルーエ応用科学大学
ドイツ／カールスルーエ

クラウスタール工科大学
ドイツ／クラウスタール=ツェラーフェルト

ノイウルム応用科学大学

ハンブルク応用科学大学　 NEW

ドイツ／ノイウルム

ドイツ／ハンブルク

パーダーボルン大学は、ノルトライン＝ヴェストファーレン州
パーダーボルン市にメインキャンパスを有する 1972年創立の公
立大学です。経営・経済学などの分野で学士課程、修士課程を擁し、
現在約 20,300名の学生が在籍中です。交換留学生を含めた留学
生は、ヨーロッパを中心に毎年 2,000名程度に上ります。経営・
経済学などの科目は英語で開講されています。また、専門科目と
並行して、週に 9時間程度ドイツ語を学ぶことも可能です。

費用目安（11ヶ月） 120万円～

奨学金
（交換留学全員対象） 8万円/月

学生数 約20,300人

プログラム種別 ②、③、④

交換留学
大学寮 アパート

ドイツ語 英 語

フランクフルト応用科学大学（ドイツ）は、ヘッセン州フランクフルト・アム・
マイン市にキャンパスを有する1971年創立の公立大学です。経営・法学など
の分野で学士課程、修士課程を擁し、現在約15,000名の学生が在籍しています。
現在、約200校の海外大学と交流協定を締結しており、交換留学生を含めた
留学生は、ヨーロッパの大学出身学生を中心に毎年約4,000名程度在籍してい
ます。同大学では、経営・法学などの分野で英語で講義科目を開講しています。
また、専門科目と並行して、週に2時間程度のドイツ語を学ぶことも可能です。

費用目安（11ヶ月） 120万円～

奨学金
（交換留学全員対象） 8万円/月

学生数 約15,000人

プログラム種別 ②、④

交換留学
ドイツ語 英 語
アパート

交換留学
アパート
ドイツ語 英 語

パーダーボルン大学

フランクフルト応用科学大学　 NEW

ドイツ／パーダーボルン

ドイツ／フランクフルト

交換留学
大学寮

ドイツ語 英 語

ケルン工科大学は、ドイツのケルンに位置する工科大学です。
1971年に設立されました。経営学・経済学・法学・建築学・
コンピューターサイエンス・電気工学等の分野で学士課程、修
士課程等を擁しています。約 4,000名の留学生が在籍してお
り、世界 76か国の 350以上の大学と交流協定を締結してい
ます。

費用目安（10ヶ月） 120万円～

奨学金
（交換留学全員対象） 8万円/月

学生数 約27,000人

プログラム種別 ②、④

ケムニッツ工科大学は、ドイツ東部のケムニッツにメインキャ
ンパスを有する公立大学です。自然科学、経済・経営学等の分
野で学士課程、修士課程等を擁し、現在約 9,800名の学生が
在籍しています。現在、約 100校の海外大学と交流協定を締
結しており、交換留学生を含めた留学生は、ヨーロッパの大学
出身学生を中心に毎年 3,000名程度在籍しています。

費用目安（10ヶ月） 120万円～

奨学金
（交換留学全員対象） 8万円/月

学生数 約9,800人

プログラム種別 ②、④

ケムニッツ工科大学
ドイツ／ケムニッツ

ケルン工科大学
ドイツ／ケルン

広大な自然に囲まれた国際色豊かな環境にキャンパスがありま
す。主に科学技術の分野で世界的に評価が高いことで有名です。
同大学の科学技術は地元の経済を支えるために欠かせない、重
要な要素となっています。近隣にある美しい山々などの自然の
中でスキーやボート、マウンテンバイクなど 60種類以上にも
渡るスポーツを楽しむこともできます。

費用目安（10ヶ月） 120万円～

奨学金
（交換留学全員対象） 8万円/月

学生数 約4,000人

プログラム種別 ①、②、③、④

※語学研修の費用は募集要項へ

交換留学 語学研修
大学寮

ドイツ語 英 語 ※英語は交換留学のみ

費用目安（11ヶ月） 120万円～

奨学金
（交換留学全員対象） 8万円/月

学生数 約6,300人

プログラム種別 ②、④

エスリンゲン応用科学大学（ドイツ）は、2006年にEsslingen Technical 
PolytechnicとEsslingen University of Applied Social Sciencesの合併によ
り設立された、バーデン・ヴュルテンベルク州にメインキャンパスを有する公立大
学です。経営学、機械工学などの分野で学士課程、修士課程を擁し、現在約6,300名
の学生が在籍しています。現在、約70校の海外大学と交流協定を締結しており、交
換留学生を含めた留学生は、ヨーロッパの大学出身学生を中心に毎年約700名程
度在籍しています。同大学では、経営学などの分野で英語で講義科目を開講してい
ます。また、専門科目と並行して、週に4時間程度のドイツ語を学ぶことも可能です。
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費用目安（9ヶ月） 170万円～

奨学金
（交換留学全員対象） 8万円/月

学生数 約32,000人

プログラム種別 ②

ヘルシンキにあり、フィンランド最古にして最大の規模を誇る
大学です。現在、約 32,000人の学生が在学しており、ボロー
ニャ・プロセスと呼ばれるヨーロッパ規模の教育政策の基準を
採用し、学士号、修士号、ライセンシエート、及び博士号を提
供しています。北欧やバルト三国の文化や歴史をはじめ、多く
の科目を英語コースで学ぶことができます。

ヘルシンキ大学
フィンランド／ヘルシンキ

交換留学
大学寮 アパート

ハンガリー語 英 語

LAB応用科学大学は、フィンランドの首都ヘルシンキより北
に 100kmに位置するラハティにメインキャンパスを有する
1991年創立の公立大学です。経営学、工学、デザイン等の分
野で学士課程、修士課程を擁しています。経営観光学、デザイ
ンコミュニケーション、技術工学等といったプログラムの授業
は全て英語で開講されています。

費用目安（10ヶ月） 160万円～

奨学金
（交換留学全員対象） 8万円/月

学生数 約8,700人

プログラム種別 ②

LAB応用科学大学
フィンランド／ラハティ

フランス第 2の都市で世界遺産にも登録されているリヨンの
リヨン大学の 16機関の 1つで、主に人文科学と法律を教育・
研究対象している大学です。1973年に創立されましたが、歴
史は 1938年の旧リヨン大学文学部の設立まで遡ります。大
学名の由来は有名なレジスタンス運動の指導者にあります。法
学、経営学、外国語学、人文科学、哲学等の分野で画期的な教
育・研修を行っています。

費用目安（10ヶ月） 160万円～

奨学金
（交換留学全員対象） 8万円/月

学生数 約30,000人

プログラム種別 ②、③、④

ジャン・ムーラン・リヨン第三大学
フランス／リヨン

交換留学
大学寮

フィンランド語 英 語

交換留学
大学寮

フランス語 英 語

交換留学
大学寮

フランス語

費用目安（8ヶ月） 160万円～

奨学金
（交換留学全員対象） 8万円/月

学生数 約1,000人

プログラム種別 ②、③

大西洋ブルターニュビジネススクール（EMBA）は1990年設立、
フランス西部のカンペール市にキャンパスを置くビジネスス
クールです。EMBAはフランス語で、Ecole de Management 
Bretagne Atlantiqueの略称です。学士、修士号等取得可能で、
ISUGAではすべての授業を英語で開講しており、留学生はそれ
に並行してフランス語クラスを履修できます。また、日本語ク
ラスがあり、世界約 40の大学と協定を結んでいます。

大西洋ブルターニュビジネススクール
フランス／カンペール

トゥールーズ第3大学ポール・サバティエは、フランスの南西部トゥー
ルーズにメインキャンパスを有する公立大学です。理工学、スポー
ツ・人間科学、医学、薬学、歯学等のほか、大学技術学院（Instituts 
Universitaires de Technologie）では経営学、工学の分野で学士課程、
修士課程等を擁し、現在大学全体で約 32,000名の学生が在籍して
います。世界 21か国の大学と交流協定を締結しており、交換留学生
を含めた留学生は、毎年 3,700名程度在籍しています。

費用目安（7ヶ月） 100万円～

奨学金
（交換留学全員対象） 8万円/月

学生数 約32,000人

プログラム種別 ②、④

トゥールーズ第三大学ポール・サバティエ
フランス／トゥールーズ

費用目安（10ヶ月） 180万円～

奨学金
（交換留学全員対象） 10万円/月

学生数 約24,000人

プログラム種別 ②、④

パリ第 13大学は 13校あるパリ大学のひとつです。パリ北部
のセーヌ＝サン＝ドニ県のヴィルタヌーズ（Villetaneuse）、
ボビニー（Bobigny）、サン＝ドニ（Saint-denis）、ラ・プレ
ンヌ・サン＝ドニ（La Plaine Saint-Denis）、アルジャントゥ
イユ（Argenteuil）にキャンパスがあります。法学、経済、文学、
医学を中心に9の教育単位と30の研究機関を有する大学です。

交換留学
大学寮 アパート

フランス語 英 語

交換留学
大学寮 アパート

フランス語 英 語

交換留学
大学寮 アパート

フランス語 英 語

パリ第 13大学
フランス／パリ

費用目安（10ヶ月） 180万円～

奨学金
（交換留学全員対象） 10万円/月

学生数 約2,300人

プログラム種別 ②、④

アグロ・パリテック - 生命・食糧・環境科学技術大学は2007年、
3つの理系教育機関が合併し設立された、農業・経済系に特化
したフランスのグランゼコール（一般的な国立大学より、社会
的権威の高い高等教育機関）です。理工系技術者の専門職養成
機関で、インターンシップを含め、直接職業と関連した実践的
な授業が行われています。パリの 4キャンパスをはじめ、計 8
キャンパスを有します。

アグロ・パリテック-パリ生命・食糧・環境科学技術大学
フランス／パリ

エフェック高等教育学院大学
ベルギー／ブリュッセル

リヨン・カトリック大学
フランス／リヨン

交換留学
大学寮
英 語

ヴァルナ経営大学は、1996年に創立されたブルガリア北東部
のヴァルナ市にメインキャンパスを有する私立大学で、ヴァル
ナ市の他、ソフィア市、ドブリッチ市にもキャンパスを有しま
す。経営学、観光学、コンピューターサイエンス等の分野で学
士課程、修士課程等を擁し、約 1,000名の学生が在籍中です。
同大学では全ての授業が英語で開講されています。交換留学生
を含めた留学生は、毎年 250名程度在籍しています。

費用目安（10ヶ月） 100万円～

奨学金
（交換留学全員対象） 7万円/月

学生数 約1,000人

プログラム種別 ②

費用目安（10ヶ月） 120万円～

奨学金
（交換留学全員対象） 8万円/月

学生数 約13,000人

プログラム種別 ②

カレルデフローテ応用科学芸術大学（ベルギー）は、アントワープ市
にメインキャンパスを有する1995年創立のユニバーシティカレッジ
です。経営学・ITなどの分野で学士課程、修士課程を擁し、現在約
13,000名の学生が在籍しています。現在、約270校の海外大学と交
流協定を締結しており、交換留学生を含めた留学生は、ヨーロッパの
大学出身学生を中心に毎年約1,200名程度在籍しています。また、同
大学では、経営学・ITなどの分野で英語で講義科目を開講しています。

費用目安（10ヶ月） 110万円～

奨学金
（交換留学全員対象） 8万円/月

学生数 約9,000人

プログラム種別 ②、④

古くからヨーロッパ各地の交易の中継地としてその名を馳せた
西ヨーロッパの十字路と言われているベルギー国内第４の都市
リエージュに位置する大学です。フランス語圏の中心地でもあ
り、フランス語学習に最適な環境となっています。秋学期・春
学期ともに開講される仏語の専門科目授業に加え、英語・仏語
の語学力向上のための授業を受けることが可能です。

エフェック高等教育学院大学は、ブリュッセル市にメインキャンパスを有する
1969年創立のユニバーシティカレッジです。国際貿易、マーケティングなど
の分野で学士課程を擁し、現在約 5,000名の学生が在籍しています。現在、約
180校の海外大学と交流協定を締結しており、交換留学生を含めた留学生は、ヨー
ロッパの大学出身学生を中心に毎年 200名程度在籍しています。同大学では、
国際貿易、マーケティングなどの分野で英語で講義科目を開講しています。また、
専門科目と並行して、週に 2時間程度のフランス語を学ぶことも可能です。

費用目安（10ヶ月） 120万円～

奨学金
（交換留学全員対象） 8万円/月

学生数 約5,000人

プログラム種別 ②、④

ヴァルナ経営大学
ブルガリア／ヴァルナ

ボルドー・モンテーニュ大学は、ジロンド県ボルドー市にキャンパスを有す
る 1971年創立の公立大学です。語学、人文科学などの分野で学士課程、修
士課程等を擁し、現在約 18,000名の学生が在籍しています。現在、370校
の海外大学と交流協定を締結しており、交換留学生を含めた留学生は、ヨー
ロッパの大学出身学生を中心に毎年 2,000名程度在籍しています。同大学で
は、人文科学などの分野で英語で講義科目を開講しています。また、専門科
目と並行して、週に 5～ 16時間程度のフランス語を学ぶことも可能です。

費用目安（9ヶ月） 160万円～

奨学金
（交換留学全員対象） 8万円/月

学生数 約18,000人

プログラム種別 ②、④

ボルドー・モンテーニュ大学
フランス／ボルドー

カレルデフローテ応用科学芸術大学　 NEW リエージュ州大学校
ベルギー／アントワープ ベルギー／リエージュ

交換留学
大学寮 アパート

フィンランド語 英 語

交換留学
アパート
英 語

費用目安（11ヶ月） 90万円～

奨学金
（交換留学全員対象） 7万円/月

学生数 約25,000人

プログラム種別 ②

1635年創立のエトヴェシュ・ロラーンド大学（ELTE）は、
ハンガリーの首都ブダペストに位置し、同国で最古であり最大
学生数を誇る公立大学です。8学部があり、学士から博士課程
まで約 200プログラムがあります。ほぼ全ての学部で英語に
よる授業が開講され、英語・ハンガリー語を学ぶ語学学習コー
スも開設されています。

エトヴェシュ・ロラーンド大学
ハンガリー／ブダペスト

交換留学
アパート

フランス語 英 語

現在 5学部を有する総合大学で、伝統あるキリスト教への尊
重と開放精神の融合を目指し、1875年に創立されました。リ
ヨンの中心ベルクール広場近くで便利な場所に位置していま
す。リヨンは、フランス第 2の都市であり、ユネスコ指定の
世界遺産都市でもあります。文化・経済の中心である歴史あふ
れる美しい街で、フランス文化の真髄に触れることができます。

費用目安 募集要項参照

学生数 約10,000人

プログラム種別 語学研修のみ

語学研修
大学寮 ホームステイ

フランス語

交換留学
アパート

フランス語 英 語

交換留学
大学寮

フランス語 英 語 ※英語コースは半期のみ
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費用目安（10ヶ月） 100万円～

奨学金
（交換留学全員対象） 6万円/月

学生数 約67,000人

プログラム種別 ②

1946年に創立されたトルコ共和国最古の大学。法学部、言語・
歴史学及び地理学部、科学部、医学部を擁する大学として、ア
タテュルク初代大統領により創立されました。その後神学部、
政治学部、薬学部、歯学部、教育科学部、コミュニケーション
学部、健康科学部、工学部がそれぞれ設立されました。現在、
15学部などを有する総合大学で、世界 53か国 135大学と学
術交流協定を締結しています。

アンカラ大学
トルコ／アンカラ

バベシュ・ボヤイ大学は、ルーマニア北西部クルジュ＝ナポカ
市の公立大学です。法学、社会学、経済・経営学、化学、工学等
の分野で学士課程、修士課程を擁し、ルーマニアの大学で最多
の約 43,000名の学生が在籍中です。国際経営学、経済学、国
際関係学、コンピューター科学等 14のプログラムの授業全てと、
その他の分野でも多くの授業が英語で開講されています。交換
留学生を含めた留学生は、毎年 700名程度在籍しています。

費用目安（10ヶ月） 100万円～

奨学金
（交換留学全員対象） 7万円/月

学生数 約43,000人

プログラム種別 ②

バベシュ・ボヤイ大学
ルーマニア／クルジュ＝ナポカ

交換留学
大学寮

ロシア語

イマヌエルカント・バルト連邦大学
ロシア／カリーニングラード

費用目安（10ヶ月） 100万円～

奨学金
（交換留学全員対象） 7万円/月

学生数 約11,000人

プログラム種別 ②、④

イマヌエルカント・バルト連邦大学は、ロシアのカリーニングラー
ド市にメインキャンパスを有する国立大学です。人文学、経済学部、
経営学、法学、工学等の分野で学士課程、修士課程等を擁し、現
在約 11,000名の学生が在籍中です。人文学、経営学、法学、物
理学等の分野で合計 120科目程度が英語で開講されています。ま
た交換留学生は、補助的にロシア語を学ぶことも可能です。交換
留学生を含めた留学生は、毎年 1,000名程度在籍しています。

交換留学
大学寮

ロシア語 英 語

費用目安（10ヶ月） 100万円～

奨学金
（交換留学全員対象） 7万円/月

学生数 約11,000人

プログラム種別 ②

ルチアンブラガ大学は、ルーマニア中央部のシビウ市にメイン
キャンパスを有する 1850年創立の公立大学です。法学、社会・
人文学、工学、理学、経済学等の分野で学士課程、修士課程を
擁し、学生数は約 11,000名です。経営学、機械工学、現代応
言語学等 12のプログラムの授業全てと、その他の分野でも多
くの授業が英語で開講されています。交換留学生を含めた留学
生は、ヨーロッパを中心に毎年 200名程度在籍しています。

シビウ・ルチアンブラガ大学
ルーマニア／シビウ

交換留学
大学寮

ルーマニア語 英 語
交換留学

大学寮
ルーマニア語 英 語

交換留学
大学寮

ロシア語 英 語

交換留学
大学寮

トルコ語 英 語

アストラハン国立大学

ヴャトカ国立大学　 NEW

ロシア／アストラハン

ロシア／キーロフ

ロシアのキーロフ州にキャンパスを置くヴャトカ国立大学は、1955
年に設立された国立大学です。化学・生態学、経済学・経営学等
の分野で学士課程、修士課程等を擁しており、現在約12,000名
の学生が在籍しています。　国際交流の面においては、世界7か国、
25の大学と交流協定を締結しており、アジアや欧州からの留学生
を中心に約300名の留学生が在籍しています。化学・生態学、経
済学・経営学の大学院開講科目の一部は、英語で行われています。

費用目安（11ヶ月） 120万円～

奨学金
（交換留学全員対象） 7万円/月

学生数 約12,000人

プログラム種別 ②、④

費用目安（10ヶ月） 120万円～

奨学金
（交換留学全員対象） 7万円/月

学生数 約12,000人

プログラム種別 ②、④

サンクトペテルブルク国立経済大学は、2012年にUniversity 
of Economics and Finance とUniversity of Economics and 
Engineeringの合併により設立されました。経済学、経営学、
人文学、法学、観光学等の分野で学士課程、修士課程を擁し、現
在約 12,000名の学生が在籍しています。経営学、政治学、観
光学等の分野で合計 70科目程度が英語で開講されています。交
換留学生は、無料でロシア語を補助的に学ぶことも可能です。

サンクトペテルブルク国立経済大学
ロシア／サンクトペテルブルク

費用目安（11ヶ月） 80万円～

奨学金
（交換留学全員対象） 7万円/月

学生数 約10,000人

プログラム種別 ③、④

モンゴル国境北からバイカル湖の東、南岸に広がるブリヤート
共和国の首都ウラン・ウデに設立された総合大学です。シベリ
アにある高等教育機関としては、1番歴史が長く、現在は 2キャ
ンパス、12学部 78学科、3研究所などを有し、モンゴル系
ブリヤート人とロシアの文化を同時に体験できるユニークな環
境でロシア語を学ぶことができます。

ブリヤート国立大学
ロシア／ウラン・ウデ

1932年に創設され、現在 21学部を有する総合大学で、ロシ
ア南西部のボルガ川下流域にあるアストラハン州アストラハン
市に所在します。5つの単科大学・21の学部・82の講座、技
術カレッジ、科学施設群などがあり、伝統と近代技術を融合し
た、ロシア南部の中心的な教育機関です。構内には留学寮、食
堂、売店などが完備されています。落ち着いた環境で留学生活
を送ることができます。

費用目安（10ヶ月） 80万円～

奨学金
（交換留学全員対象） 7万円/月

学生数 約13,000人

プログラム種別 ②、③、④

※語学研修の費用は募集要項へ

交換留学 語学研修
大学寮 ホームステイ

ロシア語

交換留学
大学寮 アパート

ロシア語 英 語

交換留学
大学寮

ポーランド語 英 語

1947年に設立されたポーランドのヴロツワフ（ワルシャワの
南西 350km）にある公立大学です。地域経済観光学部はイェ
レニャ・グラにあります。学士課程は 4学部 6コース、修士
課程は 4コース、博士課程は 1コースが設置されています。
100以上のプログラムが英語で開講されています。

費用目安（10ヶ月） 120万円～

奨学金
（交換留学全員対象） 7万円/月

学生数 約11,000人

プログラム種別 ②

ヴロツワフ経済・経営大学
ポーランド／ヴロツワフ

費用目安（10ヶ月） 80万円～

奨学金
（交換留学全員対象） 7万円/月

学生数 約7,500人

プログラム種別 ②

リトアニアの首都ビリニュスにある国立大学で、リトアニアで
2番目の規模を誇る大学です。大学の名称は、リトアニアの法
学者・裁判官であり、リトアニア共和国憲法の父と呼ばれる「ミ
コラス・ロメリス」に由来します。現在、経済経営学、法学、
政策管理学、社会政策学、治安学、社会情報科学などの分野を
学べる学部、大学院があり、70種類以上の学習プログラムが
提供されています。

ミコラス・ロメリス大学
リトアニア／ビリニュス

交換留学
大学寮

リトアニア語 英 語

交換留学
大学寮

ポーランド語 英 語

マリー・キュリー＝スクウォドフスカ大学は、ポーランドのル
ブリン（首都ワルシャワの南東 150kmの距離に位置）に位置
する総合大学です。1944年に設立されました。経済学、人文
学、生物学、化学等の分野で学士課程、修士課程等を擁してい
ます。同大学では、経済学分野の科目や、観光学分野の科目が
英語にてそれぞれ 30科目程度ずつ開講されています。

費用目安（10ヶ月） 120万円～

奨学金
（交換留学全員対象） 7万円/月

学生数 約21,000人

プログラム種別 ②

マリー・キュリー＝スクウォドフスカ大学
ポーランド／ルブリン

ラトビア大学
ラトビア／リガ

交換留学
大学寮

リトアニア語 英 語

ビリニュス大学はリトアニア共和国ビリニュス郡ビリニュス市
に本部を置く 1579年に設置された国立大学です。メインキャ
ンパスはリトアニア共和国の首都にあり、世界遺産にも認定さ
れている旧市街に囲まれています。国際政治やコミュニケー
ション学（メディア、映画等）をリトアニアの歴史を踏まえて
英語で学習可能となっており、国際経済や法律の英語コースも
充実しています。

費用目安（10ヶ月） 80万円～

奨学金
（交換留学全員対象） 7万円/月

学生数 約13,000人

プログラム種別 ②

ラトビアのリガに位置する総合大学で、1862年に創立された
リガポリテクニックを起源としており、その後 1919年には
ラトビア高等学校と改称され、1923年には現在のラトビア大
学に改称されました。13学部、20研究所を有するバルト三
国の中で最も大きな総合大学の一つであり、教育、研究ともに
高い評価を得ています。

費用目安（10ヶ月） 80万円～

奨学金
（交換留学全員対象） 7万円/月

学生数 約15,000人

プログラム種別 ②

リトアニア南部のアリートゥスにキャンパスがあります。
2000年に創立され、経営学、工学、情報工学等において、学
士プログラムを提供しています。経営学、経済学、情報工学な
どの分野においては英語開講科目を数多く提供しており、留学
生はヨーロッパからの学生を中心に 100名程在籍しています。

費用目安（10ヶ月） 80万円～

奨学金
（交換留学全員対象） 7万円/月

学生数 約800人

プログラム種別 ②

アリートゥス コレギヤ応用科学大学
リトアニア／アリートゥス

ビリニュス大学
リトアニア／ビリニュス

交換留学
大学寮 アパート

ラトビア語 英 語
交換留学

大学寮 アパート
リトアニア語 英 語
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費用目安（11ヶ月） 100万円～

奨学金
（交換留学全員対象） 6万円/月

学生数 約6,000人

プログラム種別 ②

トルコのイスタンブールにキャンパスを置くカディル・ハス
大学は、創始者の氏名を大学名に冠し 1997年に設置された
私立大学です。経済、経営学等の分野で学士課程、修士課程、
博士課程等を擁しており、約 6,000名の学生が在籍していま
す。　国際交流の面においては、世界 39か国、220の大学と
交流協定を締結しており、アジアや欧州からの留学生を中心に
約 400名の留学生が在籍しています。

カディル・ハス大学　 NEW
トルコ／イスタンブール

建築留学

大学紹介

広州大学（中国）

建築を学んでいる学生であれば、海外のデザインや構造に興味のある人は少なくないはず。
現地に行って、現地の学生と、日本とは異なる学び方で建築を学んでみませんか？
建築留学では図面やデザインで国際交流できることも魅力のひとつ。
海外の学生がどの様な考え方で図面をひき、どの様な歴史的背景や生活をもとにデザインを考えるのか。
それだけでなく、将来の仕事への考え方も大きく異なる海外の学生から多くの刺激を受けてみませんか？

海外で建築を学ぶ

国立モンペリエ高等建築大学
フランス／モンペリエ

国立台湾科技大学
台湾／台北

広州大学
中国／広州

モンクット王工科大学トンブリ校
タイ／バンコク

モンクット王工科大学トンブリ校は、タイのバンコクに位置す
る工科大学で、1960年に設立されました。2014-2015年の
世界大学ランキングでは 400位以内に入っています。同大学
の School of Architecture and Designでは、建築・建築イ
ンテリア・都市デザイン等のプログラムが全て英語で開講され
ています。

費用目安（10ヶ月） 70万円～

奨学金
（交換留学全員対象） 7万円/月

学生数 約16,000人

プログラム種別 ②

交換留学
（工学）

大学寮
英 語 タイ語

台湾台北市にある国立の技術大学。台湾経済及び工業の発展に
必要な専門技術者と管理職を育成するために設立された国立台
湾工業技術学院が前身であり、1997年に大学として改編され
ました。現在は 2年制、4年制及び社会人コースの 3種の教
育カリキュラムが組まれ、大学から修士課程、博士課程を包括
した多様なカリキュラム教育を実施しています。設計学院には
設計研究所、建築系、工業商業デザイン系の 3つがあります。

費用目安（10ヶ月） 70万円～

奨学金
（交換留学全員対象） 6万円/月

学生数 約10,000人

プログラム種別 ②、④

交換留学
（工学）

大学寮
英 語 中国語

広州大学は、広東省広州市にメインキャンパスを有する 2000
年創立の公立大学です。土木工学、経営学などの分野で学士課
程、修士課程を擁し、現在約 3,600名の学生が在籍しています。
現在、約 200校の海外大学と交流協定を締結しており、交換
留学生を含めた留学生は、アジアの大学出身学生を中心に毎年
200名程度在籍しています。また、専門科目と並行して、週
に 4時間程度の中国語を学ぶことも可能です。

費用目安（11ヶ月） 100万円～

奨学金
（交換留学全員対象） 6万円/月

学生数 約3,600人

プログラム種別 ②、④

交換留学
（工学） 中国語

アパート

費用目安（10ヶ月） 100万円～

奨学金
（交換留学全員対象） 8万円/月

学生数 約1,000人

プログラム種別 ②

モンペリエはフランス南部ラングドック＝ルシヨン地域圏の首府
であり、学園都市です。1976年に設立され、2005年からは、
フランスの大学における３課程（学士、修士、博士課程）が建築
学に適応され、大学と同等の学位が取得できることになりました。
フランスの建築大学とヨーロッパの高等教育機関を結ぶ架け橋、
多様な建築手法の実現を目的とするコース提供、高等教育機関・
研究所における建築学の認知度向上を目指しています。

交換留学
（工学）

大学寮 アパート
英 語 フランス語

費用目安（10ヶ月） 230万円～

奨学金
（交換留学全員対象） 8万円/月

学生数 約50,000人

プログラム種別 ②

米国南部のフロリダ州タンパにメインキャンパスを置く南フロ
リダ大学は、1956年に設立された州立大学です。工学、経営
学等の分野で学士課程、修士課程、博士課程等を擁しており、
現在 50,000名の学生が在籍しています。国際交流の面にお
いては、世界 12か国、30の大学と交流協定を締結しており、
アジアや中東からの留学生を中心に約 4,400名の留学生が在
籍しています。

交換留学
（工学）

大学寮 アパート
英 語

南フロリダ大学
アメリカ／タンパ

※掲載内容は派遣交換留学または推薦語学研修対象校。2023年度以降の派遣先については当該年度の募集要項にて確認してください。
※凡例はP12を、プログラム種別の詳細はP10を参照してください。
※各派遣先大学の情報は、本学HP「協定校のご紹介」からもご確認ください。
※掲載内容は変更となる場合があります。最新情報は国際センターまでお問い合わせください。

交換留学
大学寮 アパート
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　私は高校生の頃から、大学生になって留学することを夢見ていました。そして、2年
生のときに夢を叶え、私はマレーシアプトラ大学へ留学しました。マレーシアで英語は
第二言語として話されており、多様性の豊かな国です。目標の「英語力を高めること」、
「視野を広げること」を達成するために適した環境だと思い、選びました。
　留学前の私は、自分の英語力に自信を持てず、また、人と違うことを意識しがちでし
た。しかし、留学を経験したことで変わりました。
　マレーシアプトラ大学では、様々なバックグラウンドを持った学生と出会うことが出
来ました。学生の文化や習慣、話す言語が異なり、その新鮮さに驚いたのを覚えていま
す。寮にも様々な国から来た学生がいて、パーティーを開いて互いの国や考え方につい
て話したり、一緒に旅行に行ったりしました。そして最も印象に残っているのが、自分
の誕生日をお祝いしてくれたことです。人の温かさを感じました。また、授業である言
葉に出会いました。“Differences unite us all.” です。この言葉から、お互い違うから
こそ繋がることが出来るのだと気づきました。違いを受容し尊重すること、ありのまま
の自分を大切にすることを実感できました。
　留学中に壁にぶち当たるときもありました。相手の話す英語がわからなかったり、自
分の言いたいことが言えなかったり、そんな自分にもどかしさを感じることも少なくあ
りませんでした。
　それでも私は諦めませんでした。英語のコミュニケーション能力を高めるには、英語

を使う機会をつくることが必要で、そのために自分からアクションを起こしていくべき
だとわかりました。自分から声をかけたことで、今でもつながっている友人がいます。
自分から話しかけるには勇気が必要です。けれど、一歩を踏み出すことで見える景色は
大きく変わります。私はそう感じました。留学という環境が自分を変えてくれるのでは
なく、環境が変わっても自分を変えるのは自分だと気づきました。
　マレーシアに留学したことで、英語力を高めるだけでなく、「人は違うからこそ繋が
れること」、「自分を変える
のは自分次第であること」
に気づくことが出来ました。
この経験は自分の財産です。
そして留学の夢をかなえる
ことが出来たのも、諦めず
に留学をやり遂げることが
できたのも、周りの方々の
支えがあったからです。感
謝の気持ちを忘れずに、次
のステージへ一歩ずつ進ん
でいこうと思います。

Take a step forward!
マレーシアプトラ大学（マレーシア・7ヶ月）　※新型コロナウイルス感染症の影響により途中帰国 外国語学部・英語英文学科・2年（帰国時の学年）

小張 真由

　「初めて会ったときよりスムーズに話せるようになったね」
　これは留学生活最終日にフランス人留学生の友達に言われた言葉です。留学を通じて
自分の英語力が向上したのか不安だった私にとって、とても嬉しく今でも心に残ってい
る言葉です。
　私はもともと、留学はしたいけれど英語力には自信がないからと、短期・長期の派遣
交換留学ではなく短期の推薦語学研修を考えていました。しかし、周囲の友達が派遣交
換留学に向けて取り組んでいる姿に影響され、自分を変える良い機会になるかもしれな
いと思い派遣交換留学への応募を決めました。
　アイルランドを選んだ理由は、新規提携校で情報が少ないため自分の力を試す環境に
なると思ったからです。出発 1か月前まで宿泊先が決まらなかったり、履修登録のや
り方が分からなかったりと、苦労の連続でした。しかし自分から進んで調べることや質
問することが習慣化したことで問題解決力が磨かれ、自分の自信へと繋がりました。
　アイルランドは英語圏ですが、独特な英語の発音と話すスピードの速さから留学当初
は耳を慣らすことで精一杯でした。またウォーターフォード工科大学はヨーロッパ・ア
ジア圏からの留学生が多く、普段英語の教科書で学ぶような純粋な英語を聞く機会の方
が少なかったように思います。アイルランド人、留学生、どちらと話すにも英語にクセ
があるために聞き取れず受け身になってしまうことも多くありました。そんな私を変え
てくれたのは留学生の友達でした。第一言語が英語ではないという共通点から、私が伝

えたいことをうまく言えないときでも優しく待ってくれたり、間違った表現を指摘して
くれたり、とても親切にしてくれました。頭では分かっていても言葉・行動に移せない
ことは多々あります。友達との交流を通じて、深く考えすぎずにとりあえず挑戦してみ
ることが大事なのだと身を持って知ることができました。
　限られた時間の中でどのように自分を磨くのかが留学する上で大事なことだと思いま
す。私は人とのつながりが自分を成長させるきっかけになりました。人それぞれそのきっ
かけは異なると思いますが、留学で新しい世界を知ることは必ず今後の人生における大
きな財産になると確信しています。

人とのつながりで変わる世界
ウォーターフォード工科大学（アイルランド・4ヶ月） 外国語学部・英語英文学科・2年（帰国時の学年）

中茎 史歩英語圏

　留学する理由は何ですか？語学力向上、視野の拡大、国際感覚を身に付ける、海外で
友達を作るなど、目的は三者三様です。神大で開講されている英語講座においてもレベ
ルの高いクラスメイトを前に畏縮して会話に参加できなかった私が「心地がよく不自由
のない日常を抜け出し変わりたい」という想いを胸に未知の世界に挑みました。
　先述の通り小心者だった私は、ヨーロッパ出身者の中で発言することを恐れ、一度も
発言せず涙を流しながら帰宅する日もありました。買い物、飲食店での食事、日常を切
りとっても自分の常識と違いストレスの毎日でした。しかし、日本にいる友達からの励
ましを受け、自分の目的を思い返し「最低 1回発言する。」というルールを定め授業に
挑み、先生からの「あなたが発言してくれて嬉しかった。毎日成長しているね。」とい
う言葉から自信がつくようになり、ストレスだった日常の違いも楽しめるようになりま
した。
　北ドイツの小さな町にあるクラウスタール工科大学は学生の 20％が留学生。国際色
豊かな大学です。ドイツ人学生はもちろん、ヨーロッパからアジア各国までたくさんの
留学生がいます。授業内での学習だけでなく、日本に興味がある学生からの質問攻めや、
日本の知識が豊富な学生との会話すらも勉強の一部です。これがグローバルな大学への
留学の醍醐味だと思います。「スイッチ持ってる？」「鬼滅の刃にはまっててさ」「ドイ
ツの寿司と日本の寿司ってちがうの？」「日本は世界一治安いいって本当？」など。技
術力が高いという印象があるのか「日本人？この機械を作る新しいアイデアを頂戴よ。」

という無茶ぶりには頭を抱えましたが、世界か
ら見た日本の印象を知ることができたことはと
ても面白い経験でした。
　正直楽しいだけの毎日ではないです。たくさ
ん泣いて、悔しい思いをして、自国ではできな
い体験をすることが留学の持つ意味ではないで
しょうか。辛くても「自分はあの時あんなに頑
張ったんだ、今も頑張れる。」「自分は海外でも
生活できるんだ。」という心の糧ができました。
「自分には
無理」と思
わずに勇気
をもって挑
戦してみて
はいかかで
しょうか。

ぬるま湯から一歩踏み出して
クラウスタール工科大学（ドイツ・6ヶ月）　※新型コロナウイルス感染症の影響により途中帰国 経済学部・現代ビジネス学科・2年（帰国時の学年）

笹本 美来その他欧州圏・
中近東圏

留学体験談

その他アジア圏
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　高校生の時に参加したディベート大会を通して移民・難民について深く考える機会が
ありました。本来は別々に考えるべき問題ではありますが、その大会をきっかけに移民・
難民の両方に興味を持ち、大学に入ってからは関連する本や記事などを読んで学びに繋
げていました。様々な情報を目にしていくうちに、実際にその場所に行き目で見て確か
めたいと思うようになりました。それを実行するうえで派遣交換留学は最高の手段だと
感じました。
　私が留学したベルギーの首都、ブリュッセルはヨーロッパ連合の重要機関が置かれる
ヨーロッパ連合の政治の中心地であり、特にリエージュ州は昔からヨーロッパ貿易の中
継地として栄えていたことから、移民として住んでいる人も少なくありません。実際に
出会った方々は、紛争地域から逃れてベルギーに移民として定住した方や両親がイタリ
ア人でベルギーにて生まれた方など、様々なバックグラウンドを持っていました。その
ような方々と交流していく中で新たな発見があり、学んだことがたくさんありました。
　また、私は難民シェルターでボランティアをする機会がありました。本や記事で得た
情報でイメージしていたものとは違う世界が広がっていて、例えば、最新機器や新品の
靴を持っている人も少なくなく、逃れてきた地で新たな職に就き日々奮闘している人も
いるのだなと思いました。新型コロナウイルス感染症による影響で数回しか参加できま
せんでしたが、とても貴重な経験ができました。
　学校での授業も大変興味深く、新たな学びがありました。神大でいうところのビジネ

スコンテストのような、グループで社会の
ニーズを分析して商品を企画し、何を根拠
にどの国に輸出するのかを深く考える授業
や、企業見学をしてビジネスのノウハウを
学ぶ授業を通して自分がこれまでに学んだ
知識と結びつけながら勉強することができ
ました。フランス語の授業では他の学生が
ハイレベルで最初はついていくのに必死で
したが、時が経つにつれてある程度理解で
きるようになりました。
　社会人になると海外に行く機会は減るも
のだと思います（日本で働く場合は特に）。
その点、学生のうちの留学は大学から経済
的支援を受けながら時間を有意義に使うこ
とが可能です。自分の学びたいもの・得た
いものが留学という手段で手に入ると思う
のであれば、迷わず挑戦してほしいです。
応援しています！

留学は最高の手段
リエージュ州大学校（ベルギー・7ヶ月）　※新型コロナウイルス感染症の影響により途中帰国 経営学部・国際経営学科・2年（帰国時の学年）

河田 歩その他欧州圏・
中近東圏

　例年、6～7月と、10月～11月に派遣交換留学修
了者による留学体験談（帰国報告会）を実施して
います。
　派遣交換留学で学んだことや、留学をして良
かったこと、大変だったこと、派遣先大学・地域
のことを派遣交換留学に参加した学生全員が発表
をします。
　留学体験談の様子は録画され、WeBSt@tionよ
り学内限定で公開をしていますのでご確認くださ
い。
　最新の開催時期や内容については国際センター
公式SNSや、WeBSt@tionで確認をしてください。

　国際センター公式SNSアカウントでは、海外協定校へ派遣中の学生による留学レポートや、留学経験者による留学体験談や、協定校
及び協定校地域についての紹介レポートを定期的に投稿しています。国際センター公式SNS限定で公開をしている情報もありますので、
留学や国際交流に興味のある方はフォロー必須です。

　公式HP（国際交流・留学）にて派遣交換留学経験者による報
告書を一部公開しています。
　先輩の体験談を読んで派遣先地域・大学について理解を深めま
しょう。

　派遣交換留学生はいつから準備をしたのか、どのように進路を
決めていったのか、どのような留学経験についてPRしたのか…
派遣交換留学に行った先輩のインタビューを掲載しています。
　留学後の進路で悩んでいる方、必見です！

留学体験談（帰国報告会） 派遣交換留学報告書

留学レポート

派遣交換留学生の進路インタビュー

@intl_ku @intl_ku @intl.ku
twitter facebookInstagram
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02単位について

語学研修に参加すると単位が認定されますか？
 神奈川大学が主催または推薦する海外語学研修の所定プログラ
ムを修了し、所定の条件を満たすと「海外語学研修」またはそ
れに相当する科目として 2単位が認められます。詳細について
は『履修要覧』掲載の「海外語学研修の単位認定に関する取扱
規程」で確認してください。

 派遣交換留学制度で留学した場合、派遣先で修得した
単位はどうなりますか？

 派遣交換留学先で修得した単位は、帰国後申請により各学部教
授会の審議を経て、本学の単位として認定されます。ただし、
派遣先大学で修得した全ての単位が認定されるわけではありま
せん。詳しい内容については、各キャンパスの教務課に問い合
わせてください。

03費用について

留学するにはどれくらいの費用がかかりますか？
 〈推薦語学研修〉
 費用は研修先の大学によって、あるいは滞在先の都市によって
差があります。共通して必要な費用として、語学研修費用、ホー
ムステイなどの宿泊費用、往復渡航費、海外旅行保険、生活費
等がかかります。概算費用は P8の一覧表、詳細は募集要項を
参照してください。

〈派遣交換留学〉
神奈川大学へは所定の授業料を納める必要がありますが、留学
先大学の授業料は免除されます。また、留学期間中は、奨学金
が月 6～ 10万円（2021年度実績）程度支給されます。その
他の費用として、往復渡航費、海外旅行保険、宿泊費、生活費
等がかかります。一般的に出発までに留学費用の 25％～ 50％
程度が必要となるため、充分に余裕を持った資金計画をたてる
ことを推奨します。総額から、奨学金を差し引いた金額が自己
負担となります。特に生活費は個人によって異なりますので、
あくまで目安の費用となりますが、各大学の費用目安は（P12
～ P27）の「大学紹介」を参照してください。

 奨学金はもらえますか？
 派遣交換留学生に決定されると、派遣先ごとに定められた留学
期間を上限とし、奨学金（米田吉盛教育奨学金「海外活動支援
奨学金」、または日本学生支援機構「海外留学支援制度（協定
派遣）」）を支給します。日本学生支援機構「海外留学支援制度（協
定派遣）」は、3ヶ月以上 1年以内の留学を対象としますので、
本学の留学期間「長期」「短期」両方が該当します。なお、上
記奨学金以外で、留学期間中に留学のための奨学金で、上記奨
学金と同額以上の奨学金の給付を他団体、政府等から受け取る
場合は、その期間上記奨学金の給付を受けることができません。

● 給付金額（2022年度予定）
〈米田吉盛教育奨学金「海外活動支援奨学金」〉
　　指定都市：月額 10万円
　　甲 地 方：月額 8万円
　　乙 地 方：月額 7万円
　　丙 地 方：月額 6万円
※ 指定都市、甲、乙及び丙地方の区分は日本学生支援機構「海外留学支援制度（協定派遣）」
の奨学金月額を準用する。

※ 今後、変更となる場合があります。

01留学プログラムについて

準備はどれくらい前から必要ですか？
 派遣交換留学の場合、TOEFL®等の語学力証明（スコア）の取
得、学内願書準備等を含め、少なくとも 1年半くらい前からの
準備が必要です。推薦語学研修は、各研修の 4～ 5ヶ月前頃か
ら各種準備を始めます。研修先により手続きの期限が異なりま
すので、説明会やWeBSt@tion等で確認してください。

 派遣交換留学制度で長期（約 1年間）の留学をしたい
のですが、準備なども含めてどのようなスケジュール
になりますか？

留学時期や準備スケジュールは原則、以下の 4パターンになります。
※出願期間が変更となる可能性があります。最新情報は募集要項を必ず確認してください。

 神奈川大学では毎年どれくらいの人数が留学・語学研
修に参加していますか？

 2019年度は「派遣交換留学」に 89名、「推薦語学研修」に
133名が参加しました。2020年度については、新型コロナウ
イルス感染症の影響により例年通りの実施ができませんでした
が、「オンライン語学研修」を実施しました。2021年度は、「派
遣交換留学」については秋派遣より一部再開し 7名が参加、「推
薦語学研修」についてはオンラインで実施し、23名が参加し
ました。

 派遣交換留学制度で、自分自身が専攻している分野以
外への学部・研究科への出願は可能ですか？

 語学学習の履修を希望する学生を除き、認められません。ご自身
が本学で専攻している分野に類似した学部・研究科へ出願をして
ください。

研修・留学先での滞在先は？
 研修・留学先により異なりますが、「大学寮・ホームステイ・
アパート」などの滞在形式があります。費用や個人の生活スタ
イルを考え、研修・留学先によっては、選択することも可能です。
各大学の詳細は（P12～ P27）の「大学紹介」を参照してく
ださい。

パターン
（留学する学年） 応募期間 選考・合格 出　発 帰　国

2年生 1年生 7～8月 1年生 9月 1年生 2～4月 2年生 2～3月

2～3年生 1年生 12～1月 1年生 2月 2年生 8～10月 3年生 5～8月

3年生 2年生 7～8月 2年生 9月 2年生 2～4月 3年生 2～3月

3～4年生 2年生 12～1月 2年生 2月 3年生 8～10月 4年生 5～8月

留 学

Q A&
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〈日本学生支援機構「海外留学支援制度（協定派遣）」〉
　　指定都市：月額 10万円
　　甲 地 方：月額 8万円
　　乙 地 方：月額 7万円
　　丙 地 方：月額 6万円
推薦語学研修に参加する場合、米田吉盛教育奨学金「海外活動
支援奨学金」に出願し、選考に通ると在学中 1回に限り 5万円
が給付されます。奨学金に関する詳細は、学生課に問い合わせ
てください。
※オンライン語学研修の場合は奨学金支給対象外です。

留学先でアルバイトはできますか？
 留学生として海外に滞在する場合、就労は多くの国で厳しく
制限されています。また、留学中は現地での学修に専念する
ことが原則です。事前に留学費用のおおまかな予算計画を立
てるようにし、アルバイトの必要がないよう準備をしておき
ましょう。

 現在、日本学生支援機構奨学金（第一種、第二種）
を借入中ですが、何か手続きはありますか？

留学前に別途手続きが必要ですので、留学が決まり次第、学生
課へ申し出てください。

04選考について
派遣交換留学に応募したいのですが、派遣先大学を併
願することは可能ですか？

 第 3志望まで併願が可能です。スペイン語圏と英語圏のように
言語をまたいだ併願、全学交換留学と部局間交換留学の併願も
可能です。

 派遣交換留学の選考はどのように行われるのですか？
学業成績、面接試験および語学力の総合評価で判定されます。
詳細については、派遣交換留学生募集要項で確認してください。

TOEFL ITP® とは何ですか？
TOEFL® はアカデミック（学術的）な英語力を測るテストで 
あり、また海外の学校へ進学する際に、授業についていけるだ
けの英語力があるかを判定するために利用されます。TOEIC®

はコミュニケーション英語の能力を測るテストで、ビジネス英
語や実際の生活に密着した内容が出題されます。派遣交換留学
の応募の際には、多くの留学先大学で TOEFL® を語学力の証
明として求められます。
TOEFL ITP® は、団体向けテストプログラムで、Reading と
Listening からなり、TOEFL PBT®（Paper Based Testing） 
=ペーパー版 TOEFL® テストの過去問題を利用した内容になっ
ています。公式の語学力の証明にはなりませんが、神奈川大学
内における派遣交換留学の応募には、このスコアの提出が認め
られています。（ただし、派遣先によっては、公式な英語能力
試験（TOEFL iBT® や IELTS）の結果が求められます。）国際
センターでは、TOEFL ITP® の試験を年数回実施しています。
日程については、公式 HP（国際交流・留学）、WeBSt@tion
等で確認してください。
※ TOEFL®はエデュケーショナルテスティングサービス（ETS）の登録商標です。

日本国籍以外の外国人学生でも応募できますか？
 応募が可能です。ただし、協定大学が国籍条件を定めている場
合等がありますので、詳しくは国際センターまで問い合わせて
ください。

05その他
神奈川大学の留学・語学研修プログラムに参加する場
合、どのように手続きをすればよいですか？

 国際センターが派遣先大学への申込手続きをサポートします。
学期の始めに留学・語学研修に関する説明会を開催しています。
それらの説明会に参加した後、個々のプログラム参加について
の手続きを一緒に進めていきます。

派遣交換留学制度で留学する場合、4年間で卒業でき
ますか？

 派遣先大学での在学期間は、神奈川大学の在学期間として算入
されますので留学中の期間を含め、4年間で卒業することが可
能です。ただし、留学期間終了後、再び本学に戻り、少なくと
も 1学期間在学する必要があります。また個人の修得単位の状
況や派遣先大学で履修する内容によって異なりますので、詳細
は、国際センター、各キャンパスの教務課に問い合わせてくだ
さい。

留学後の就職活動について教えてください。
 3年生の後期から 1年間留学した場合、4年生の 5～ 7月頃に
帰国することになります。4年生の就職活動は既にスタートし
ていますが、神奈川大学では就職課を中心として留学中にでき
る就職活動や留学経験を就職活動に活かせるようなアドバイス
をしています。また留学中でも就職課とメール等でコンタクト
を取り、相談をしながら活動を進めることができます。

派遣交換留学の期間を変更することは可能ですか？
 留学期間を変更することは、原則認められません。また、定め
られた留学期間を終えた後は、本学で学業を継続することが条
件になりますので、速やかに帰国してください。

休学留学について手続きを教えてください。
 学生課へ休学手続きを行った後、留学先機関や滞在先等の留学
に関する情報を国際センターへ報告してください。
また、出発の前には必ず海外旅行保険への加入や、たびレジ（外
務省安全情報配信サービス）への登録、在留届（3ヶ月以上滞
在の場合）の提出等を行い、危機管理を徹底してください。

留学中の保険や危機管理はどうなっていますか？
 本学が行う各種語学研修、派遣交換留学に参加する学生は、出発
前に日本で海外旅行保険へ加入することが義務づけられていま
す。滞在先で病気やけがをして治療を受ける場合、保険に入って
いないと、国によっては大変高額な治療費がかかります。盗難に
遭った時や損害賠償を請求された時なども、まずは各自の危機対
応が必要ですが、後日、保険でカバーされることもあります。
また、本学では、海外留学安全対策協議会（JCSOS）の提供す
るプログラム「J-TAS海外危機管理サポートデスク」に加入し
ています。海外旅行保険に加入した学生には、このシステムで
日常生活におけるトラブルや病気・事故発生時のサポートから
緊急時の支援等、万一の事態に備えた危機管理体制が保障され
ています。



国際センターでは、留学・語学研修を希望する学生の手続きやアドバ
イス等を行っています。また、留学に向けての準備として、TOEFL 
ITP®およびHSKの学内受験申込受付や、留学プログラム対策講座
などの語学プログラムを実施しています。

留学情報や語学学習に役立つ本、TOEFL®・TOEIC®・IELTS・日本
語などの各種検定試験対策本、国際交流に役立つ本等幅広く取り
揃えており、貸出も行っています（一部を除く）。
また、フリーのラウンジとして学生が使用できるスペースがあり、自由
にPCを使用できます。気軽にご活用ください。

■横浜キャンパス（29号館2階 国際課）
　〒221-8686 横浜市神奈川区六角橋3-27-1　Tel.045-491-1701（直通）／Fax.045-481-6011
■湘南ひらつかキャンパス（11号館1階 平塚国際課）
　〒259-1293 平塚市土屋2946　Tel.0463-59-4111（代表）／Fax.0463-59-9688
■みなとみらいキャンパス（2階 国際課）
　〒220-8739 横浜市西区みなとみらい4-5-3　Tel.045-664-3770（直通）／Fax.045-664-3799

神奈川大学 国際センター
www.kanagawa-u.ac.jp/international/
E-mail: kokusai-web@kanagawa-u.ac.jp最新情報はWebへ！

国際センターでは留学全般の相談、国際センター主催の留学プログラムの紹介・申込、学内実施の語学検定試験の申込、語学力
UPプログラムの紹介・申込、国際交流イベント申込などを受け付けています。留学にかかわる相談でも、内容によっては専門の担当
部署がありますので、以下の問い合わせ先一覧を確認の上、担当部署まで問い合わせてください。

※夏季・春季休業期間や年末年始等、授業期間以外は窓口対応時間を変更または閉室する場合があります。詳細は公式ホーム
ページでご確認ください。

各種お問い合わせ先

各キャンパス国際課窓口

国 際 セ ン タ ー の 紹 介

国際TOP 留学全般の概要は
留学ロードマップへ

■横浜キャンパス
■湘南ひらつかキャンパス
■みなとみらいキャンパス

場所：29号館 2階
場所：11号館 1階
場所：2階

時間：月～金　9:00～ 18:00
時間：月～金　8:50～ 16:50
時間：月～金　8:45～ 18:00

■学部主催のプログラムについて
■海外インターンシップについて
■学費について
■English Loungeについて
■Language Expressについて

各キャンパス　教務課

各キャンパス　就職課

横浜キャンパス　財務課

各キャンパス　English Lounge
各言語　Language Express

国際センター（29号館）


