


グローバル化が進む今日、世界がますます身近になっています。長崎大学では、長大生

が日本だけでなく世界を相手に積極的に活躍する人材となっていくことを期待し、様々

な支援やプログラムを行っています。その一環として、留学を考えている長大生のために

「海外留学ガイドブック-世界はあなたを待っています-」を作成しました。

このガイドブックには、留学の概要、留学の準備、長崎大学の留学プログラム、留学体

験者からの声、留学に関する各種情報などを載せています。

このガイドブックを皆さんの留学にお役立てください。

世界はあなたを待っています！
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－世界はあなたを待っています－

目次

03

05

07

09

10
11
14
15

2017年 4月
長崎大学国際教育リエゾン機構 お役立ち情報

51

54

55

17

19

21

27

32

35

37

38

39

40

41

43

NAGASAKI UNIVERSITY



「留学への思い」を具体化しましょう

情報収集・資料請求

留学準備

学内出願及び学内選考

留学生活

・所属学部等への事前相談
・希望する留学先大学の情報を
　ウェブサイトから入手

（超えるべきハードル）
・語学力
・学業成績

海外の雰囲気に慣れたら次は長期
留学に向けて語学力を高めましょ
う！夏休み・春休みの 3 ～ 4 週間
を利用した、課外活動を含む語学
留学プログラムです。

海外に行きその国の雰囲気、文化
等を体験するプログラムです。
まず気軽に海外文化研修に参加
して海外に慣れましょう！

・学内出願を行う
＊学内選考の詳しい内容は P.39　
　で確認できます。

留学への意識が
芽生えたら…

・留学先大学に必要書類を提出

留学先大学へ出願
及び入学審査

・留学先大学から入学許可書などの
　書類を受け取る

入学許可通知
入学手続き

・ビザ取得
・航空券手配
・所属学部・研究科での留学手続き
・出発前のオリエンテーション

渡航準備English cafe、海外文化研修プログラム等を
通して少しずつ海外留学に近づきましょう

短期語学留学プログラムを
交換留学へのステップに！

＊海外文化研修（1週間～ 3週間程度）

2018 年 4 月頃【留学 10 カ月前】大
学間学生交流協定校への交換留学
生のの募集開始、6 月下旬～ 8 月
【留学 8 カ月前】学内選考

2018 年 8 月～
【留学 6 カ月前】
長崎大学を通じて
留学先大学へ出願

2018 年 12 月【留学 2
カ月前】入学許可書が
長崎大学に届く

2017 年【2 年前】 2019 年 2 月末 出国

英語圏大学希望
者は TOEFL 等
を受験

＊短期語学留学（3 週間程度）

2019 年春、協定校への交換留学の一例

ROAD MAP FOR STUDY ABROAD 留学ロードマップ



留学の準備

留学には十分な準備が必要です。留学に関する情報収集や出願
に必要な語学検定の受験、具体的な出願手続きなど、できるだ
け早い時期から準備に取りかかり、出願直前に焦ることのない
ようにしましょう。交換留学であれば 1年以上前から、海外短
期語学留学プログラムであれば半年以上前から、文化研修プロ
グラムであれば 3 か月以上前から準備に取りかかることをお
勧めします。

「留学したい！」と考え始めたら、まず留学の目
的を明確にしましょう。外国への留学は、語学力
の向上、国際感覚の養成、複眼的な思考の獲得、
異文化理解等、その効果は大きい反面、経済的・
精神的な面で大きな負担がかかります。憧れだ
けで留学をとらえるのではなく、自分なりの留
学目的を作り上げましょう。　

● 「なぜ留学したいのか？」
● 「留学先で何をしたいのか？」
● 「留学をどう将来に活かしたいのか？」

充分な留学成果を収めるには、その裏付けとなる基本的な学力が備わっていることが必須で
す。留学先大学への入学許可の可否には、本学における成績が考慮されます。学業成績は他の
要素に比べて高年次での挽回が難しいため、日頃から学業成績を意識して総合評価を高める
努力をしましょう。
また、海外の大学では授業中の発言や積極的な参加態度も評価対象となるので、知識を増やす
だけでなく、自分の意見を持ち、発表することを日頃から心掛けましょう。

海外留学を希望している学生や興味を持っている学生を対象とした海
外留学説明会を開催しています。
この説明会では、実際に海外留学を経験した学生に、海外留学で楽し
かったことや大変だったことなど貴重な体験談を提供してもらうこと
により、参加者の海外留学に対する理解を深めてもらっています。
海外留学説明会の実施日程等は、掲示板や国際教育リエゾン機構ホー
ムページでお知らせします。

目的が定まったら目的に合った留学先を決め、留学中の計画を立てると共に自分できちんと
情報収集をしましょう。留学先の大学の情報はもちろん、留学先の習慣や文化、生活において
必要な情報を集めてください。留学先についてきちんと調べておくことは様々な問題に直面
した時にあなたの役に立ちます。
必要な資金の準備をしましょう。留学費用の大きな柱は授業料と生活費で、このほかに往復渡
航費、教材費、保険代、雑費などがかかります（交換留学の場合は留学先大学の授業料は不徴
収）。国や地域によって物価などが異なるので、留学先で困ることがないようきちんと資金計
画をたてましょう。

①明確な目的を確立しましょう！

②留学の計画と情報収集をキッチリ行いましょう！ 

③よい学業成績をおさめる努力をしましょう！

留学先での授業や生活により早く順応できるように事前に語学力を高めておきましょう。語
学力は短期間で上達するものではないので事前に準備しておく必要があります。

④語学力をつけましょう！

参考

海外留学説明会

一般的に 100 点あげるのに約 350 時間かかると言われています。
つまり、1日 2時間週 5日勉強し、35 週間…約 9か月。

IBT で 10 点あげるのに 1 日 4 時間勉強して約 10 週間かかると言われ
ています。

0.5pint あげるのに、TOEFL と同じく 10 週間以上かかると言われてい
ます。
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夏休みまたは春休み等を利用して、海外で
語学を学んだり、異文化を体験してみたい！

目的にあった
留学を探す・

留学先を決める

1学期間または1年間、海外の大学
で勉強したり、現地の学生と一緒に

講義を受講したい！

自分の専攻・専門に特化した
プログラムに参加したい！

海外文化研修
プログラム 交換留学

各学部、研究科が
実施する
プログラム
各学部、研究科へ

問い合わせてください。
P9へ

海外短期語学留学
プログラム

留学の種類 留学の種類

P17 へ P37 へ

目的

A
目的B 目的C
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海外文化研修
プログラム

海外文化研修プログラムは協定校が実施する各国の文化体験
ができるプログラムです。
募集については学部・研究科の掲示板及び国際教育リエゾン
機構の掲示板、ホームページでお知らせします。

国際教育リエゾン機構ホームページ

1

https://www.liaison.nagasaki-u.ac.jp/?page_id=50

募集から出国まで　

募集案内掲示

各学部・研究科及び国際教育リエゾン機構事務室の
掲示板、国際教育リエゾン機構 HP

国際教育リエゾン機構事務室にて
プログラム詳細と提出書類の確認

申込

協定校によって提出書類が異なるので必ず
国際教育リエゾン機構事務室に問い合わせてください

国際教育リエゾン機構事務室に書類等提出

選考

応募者が募集人数を超えた場合のみ

出発前のオリエンテーション

出国

Email: ryugaku@ml.nagasaki-u.ac.jp
* メール本文に必ず、氏名、学部、学年、希望するプログラム名を
  ご記入ください。

問い合わせ
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* 下記の一覧は 2016 年度の情報です。
研修時期・費用については協定校の都合により変わることがあります。

プログラム一覧

韓国済州大学校

内容 韓国語授業、韓国伝統音楽体験、博物館見学、乗馬、海洋体験、世界遺産巡り、
韓服試着体験　等

実施時期 8 月中旬～ 8 月下旬 募集時期 5 月中旬

費用 参加費、宿舎費は済州大学校が負担（渡航費、生活費等は自己負担）

韓国慶北大学校

内容 韓国語授業、特別セミナー、産業見学、史跡巡り　等

実施時期 8 月上旬～ 8 月中旬 募集時期 6 月中旬

費用 参加費、宿舎費は慶北大学校が負担 （渡航費、生活費等は自己負担）

韓国仁荷大学校

内容 ・国際学コース東アジア政治と国際関係、異文化コミュニケーション講義
・集中韓国語コース

実施時期 8 月上旬～ 8 月中旬 募集時期 4 月中旬

費用 参加費 USD630（授業料、宿舎、食事）+ 渡航費、生活費

韓国成均館大学校

内容 英語による韓国語文化、社会等に関する講義、文化体験、ソウルツアー等

実施時期 1 月上旬～ 1 月下旬 募集時期 12 月上旬

費用 参加費 USD2,400（授業料、宿泊、文化体験費）+ 渡航費、生活費

台湾国立政治大学

内容 中国語授業、中国文化体験、フィールドトリップ　等

実施時期 8 月上旬～ 8 月下旬 募集時期 4 月中旬

費用 参加費 USD3,000（授業料、文化体験費、宿舎等）+ 渡航費、生活費

台湾国立台湾大学

内容 中国語授業、フィールドトリップ　等

実施時期 8 月上旬～ 8 月下旬 募集時期 1 月上旬

費用 参加費 USD3,000（授業料、フィールドトリップ費、宿舎）+ 渡航費、生活費

韓国漢陽大学校

内容 韓国語会話、K-Pop・K-Dance 体験及び観覧、ドラマロケ地巡り　等

実施時期 夏―8 月上旬～ 8 月下旬
冬―2 月中旬～ 2 月下旬

募集時期 夏―4 月下旬
冬―10 月下旬

費用 参加費 100 万ウォン（授業料、文化体験費、宿泊費）+ 渡航費、生活費

韓国全北大学校

内容 韓国語授業、伝統料理作り体験、フィールドトリップ　等

実施時期 夏―７月下旬～ 8 月中旬
冬―2 月中旬～ 2 月下旬

募集時期 夏―5 月上旬
冬―12 月上旬

費用 参加費、宿舎費は全北大学校が負担（渡航費、生活費等は自己負担）

Program List
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体験談Experiences

プログラム一覧
Program List

台湾淡江大学

内容 中国語授業、フィールドトリップ、グループアクティビティー　等

実施時期 春―2 月下旬～ 3 月上旬
夏―8 月上旬～ 8 月下旬

募集時期 春―1 月
夏―4 月

費用 春―参加費NT$28,000（授業料、フィールドトリップ費、宿舎、食費等）+渡航費、生活費
夏―参加費NT$36,000（授業料、フィールドトリップ費、宿舎、食費等）+渡航費、生活費

中国山東大学

内容 中国語授業、特別授業（中国文化・事情）、インターンシップ、ボランティア活動　等

実施時期 7 月中旬～ 8 月上旬 募集時期 5 月中旬

費用 参加費 11,100 元（授業料、インターンシップ費、宿舎）+ 渡航費、生活費

中国中国海洋大学

内容 中国語授業、市内観光、青島ビール博物館見学　等

実施時期 7 月中旬～ 8 月上旬 募集時期 6 月中旬

費用 参加費 8,300 元（授業料、見学費、宿舎）+ 渡航費、生活費

参加動機
中学生の頃から韓国に興味があり、独学で韓国語を勉強してい
たので実際に行って韓国文化を体験したり、韓国語を実践して
みたかったため。また、留学を考えているので早い時期から一
度、海外研修に参加してみたかった。

大学の周辺はご飯屋さんが本当に多く、化粧品の店やカフェな
ども多かったです。そして、歩いていける距離に海があり、夜の
海と光る街の景観はとても綺麗で、海がある釡山ならではだと
思いました。また、地下鉄の駅も近いので、地下鉄に乗って釡山
のいろんな観光地に行くことができました。

プログラムには日本と中国の大学、大学院からの学生 30 名く
らいが参加していて、授業は英語で行われました。平日の午前
中は韓国語の授業、午後は韓国文化体験といった内容でした。
週末は自由に観光をすることができました。韓国語の授業では、
初めて韓国語を学ぶ方も多かったですが、韓国人の先生が基礎
から丁寧に教えてくださり、流行のK-POPソングを歌ったり
もしました。また、文化体験では、チヂミやプルコギといった韓
国料理やマッコリという韓国のお酒作りを体験したり、国連記
念墓地を訪れたりしました。

このプログラムに参加して良かったことは、参加者のみんなと
本当に仲良くなれたことです。このプログラムにアシスタント
として参加されていた釡慶大学校の学生には、たくさん美味し
い釡山名物を食べに連れて行ってもらいました。先日はその中
の一人が長崎に遊びに来てくれました。また、日本各地のいろ
んな大学から来ていて、年代も異なる人々と出会えて、一週間
一緒に過ごせたことは私にとって、とても楽しく貴重な経験に
なりました。日本に帰ってきてからも SNS等で繋がり、活躍さ
れている姿を見ると刺激をもらいます。文化研修で単位はもら
えませんが、本当に良い出会いがあって楽しく貴重な経験がで
きました。ぜひ皆さんも参加してみてください。釡山は本当に
素敵な街です。

街の様子

授業の様子

感想

研 修 先 : 釡慶大学校（韓国）

研修期間：2016 年 8月 6日～ 8月 12 日
経済学部 1年（参加時） 吉岡 仁美

1
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体 験 者
よくある質問

Q&A

1 年生ですが、参加できますか？Q.1

文化研修プログラムは学年・学部を問わず、長崎大学在学中の学生であれ
ば参加できます。

A.1

教養教育科目で韓国語を履修していませんが、
韓国文化研修に参加できますか？

Q.2

文化研修プログラムは単位取得がないプログラムなので、履修科目等とは
関係ありません。協定校によって基本的な言語能力を参加要件として求め
る場合もありますが、必ずしもその言語の授業を履修している必要はあり
ません。

A.2

全く外国語をしゃべれませんが、参加できますか？
Q.3

ほとんどの協定校の文化研修プログラムでは文化体験だけではなく、参加
学生のレベルに合わせた語学の授業も行っています。初級者を対象にした
語学授業があるので習ったことがない学生も参加できます。初級者には外
国語の学習もできるいい機会になると思います。

テスト期間と文化研修時期が重なっていますが、
どうすればいいですか？

Q.4

文化研修プログラムには、本学の各学部・大学院の学事日程に合わないも
のも含まれています。したがって、各プログラムの実施時期が、履修してい
る科目の授業及び試験日程と重なる場合は、参加できませんのでご注意く
ださい。プログラムの参加申込を行う場合は、授業及び試験日程等を
確認の上、自己の責任で行ってください。

海外旅行保険って何ですか ?
必ず加入しなければならないですか？

Q.5

海外旅行先で病気になったりケガをしたり、誤って物を壊してしまったと
きなどにかかる費用を補償する損害保険が海外旅行保険です。協定校が実
施する文化研修プログラムは海外旅行保険加入を参加条件としているの
で、参加者は必ず加入しなければなりません。

A.3

語学の授業は日本語で行われますか？
Q.6

実施する協定校によって違います。日本の学生だけを対象にしたプログラ
ムの場合は日本語で語学授業が行われますが、日本だけではなく中国、ア
メリカ等、他の国の学生も参加するプログラムの場合は、簡単な英語で行
われます。

A.6

A.4

A.5

1
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海外文化研修
プログラム

海外文化研修プログラムは協定校が実施する各国の文化体験
ができるプログラムです。
募集については学部・研究科の掲示板及び国際教育リエゾン
機構の掲示板、ホームページでお知らせします。

国際教育リエゾン機構ホームページ

1

https://www.liaison.nagasaki-u.ac.jp/?page_id=50

募集から出国まで　

募集案内掲示

各学部・研究科及び国際教育リエゾン機構事務室の
掲示板、国際教育リエゾン機構 HP

国際教育リエゾン機構事務室にて
プログラム詳細と提出書類の確認

申込

協定校によって提出書類が異なるので必ず
国際教育リエゾン機構事務室に問い合わせてください

国際教育リエゾン機構事務室に書類等提出

選考

応募者が募集人数を超えた場合のみ

出発前のオリエンテーション

出国

Email: ryugaku@ml.nagasaki-u.ac.jp
* メール本文に必ず、氏名、学部、学年、希望するプログラム名を
  ご記入ください。

問い合わせ

9 10
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* 下記の一覧は 2016 年度の情報です。
研修時期・費用については協定校の都合により変わることがあります。

プログラム一覧

韓国済州大学校

内容 韓国語授業、韓国伝統音楽体験、博物館見学、乗馬、海洋体験、世界遺産巡り、
韓服試着体験　等

実施時期 8 月中旬～ 8 月下旬 募集時期 5 月中旬

費用 参加費、宿舎費は済州大学校が負担（渡航費、生活費等は自己負担）

韓国慶北大学校

内容 韓国語授業、特別セミナー、産業見学、史跡巡り　等

実施時期 8 月上旬～ 8 月中旬 募集時期 6 月中旬

費用 参加費、宿舎費は慶北大学校が負担 （渡航費、生活費等は自己負担）

韓国仁荷大学校

内容 ・国際学コース東アジア政治と国際関係、異文化コミュニケーション講義
・集中韓国語コース

実施時期 8 月上旬～ 8 月中旬 募集時期 4 月中旬

費用 参加費 USD630（授業料、宿舎、食事）+ 渡航費、生活費

韓国成均館大学校

内容 英語による韓国語文化、社会等に関する講義、文化体験、ソウルツアー等

実施時期 1 月上旬～ 1 月下旬 募集時期 12 月上旬

費用 参加費 USD2,400（授業料、宿泊、文化体験費）+ 渡航費、生活費

台湾国立政治大学

内容 中国語授業、中国文化体験、フィールドトリップ　等

実施時期 8 月上旬～ 8 月下旬 募集時期 4 月中旬

費用 参加費 USD3,000（授業料、文化体験費、宿舎等）+ 渡航費、生活費

台湾国立台湾大学

内容 中国語授業、フィールドトリップ　等

実施時期 8 月上旬～ 8 月下旬 募集時期 1 月上旬

費用 参加費 USD3,000（授業料、フィールドトリップ費、宿舎）+ 渡航費、生活費

韓国漢陽大学校

内容 韓国語会話、K-Pop・K-Dance 体験及び観覧、ドラマロケ地巡り　等

実施時期 夏―8 月上旬～ 8 月下旬
冬―2 月中旬～ 2 月下旬

募集時期 夏―4 月下旬
冬―10 月下旬

費用 参加費 100 万ウォン（授業料、文化体験費、宿泊費）+ 渡航費、生活費

韓国全北大学校

内容 韓国語授業、伝統料理作り体験、フィールドトリップ　等

実施時期 夏―７月下旬～ 8 月中旬
冬―2 月中旬～ 2 月下旬

募集時期 夏―5 月上旬
冬―12 月上旬

費用 参加費、宿舎費は全北大学校が負担（渡航費、生活費等は自己負担）

Program List

11 12
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プログラム一覧
Program List

台湾淡江大学

内容 中国語授業、フィールドトリップ、グループアクティビティー　等

実施時期 春―2 月下旬～ 3 月上旬
夏―8 月上旬～ 8 月下旬

募集時期 春―1 月
夏―4 月

費用 春―参加費NT$28,000（授業料、フィールドトリップ費、宿舎、食費等）+渡航費、生活費
夏―参加費NT$36,000（授業料、フィールドトリップ費、宿舎、食費等）+渡航費、生活費

中国山東大学

内容 中国語授業、特別授業（中国文化・事情）、インターンシップ、ボランティア活動　等

実施時期 7 月中旬～ 8 月上旬 募集時期 5 月中旬

費用 参加費 11,100 元（授業料、インターンシップ費、宿舎）+ 渡航費、生活費

中国中国海洋大学

内容 中国語授業、市内観光、青島ビール博物館見学　等

実施時期 7 月中旬～ 8 月上旬 募集時期 6 月中旬

費用 参加費 8,300 元（授業料、見学費、宿舎）+ 渡航費、生活費

参加動機
中学生の頃から韓国に興味があり、独学で韓国語を勉強してい
たので実際に行って韓国文化を体験したり、韓国語を実践して
みたかったため。また、留学を考えているので早い時期から一
度、海外研修に参加してみたかった。

大学の周辺はご飯屋さんが本当に多く、化粧品の店やカフェな
ども多かったです。そして、歩いていける距離に海があり、夜の
海と光る街の景観はとても綺麗で、海がある釡山ならではだと
思いました。また、地下鉄の駅も近いので、地下鉄に乗って釡山
のいろんな観光地に行くことができました。

プログラムには日本と中国の大学、大学院からの学生 30 名く
らいが参加していて、授業は英語で行われました。平日の午前
中は韓国語の授業、午後は韓国文化体験といった内容でした。
週末は自由に観光をすることができました。韓国語の授業では、
初めて韓国語を学ぶ方も多かったですが、韓国人の先生が基礎
から丁寧に教えてくださり、流行のK-POPソングを歌ったり
もしました。また、文化体験では、チヂミやプルコギといった韓
国料理やマッコリという韓国のお酒作りを体験したり、国連記
念墓地を訪れたりしました。

このプログラムに参加して良かったことは、参加者のみんなと
本当に仲良くなれたことです。このプログラムにアシスタント
として参加されていた釡慶大学校の学生には、たくさん美味し
い釡山名物を食べに連れて行ってもらいました。先日はその中
の一人が長崎に遊びに来てくれました。また、日本各地のいろ
んな大学から来ていて、年代も異なる人々と出会えて、一週間
一緒に過ごせたことは私にとって、とても楽しく貴重な経験に
なりました。日本に帰ってきてからも SNS等で繋がり、活躍さ
れている姿を見ると刺激をもらいます。文化研修で単位はもら
えませんが、本当に良い出会いがあって楽しく貴重な経験がで
きました。ぜひ皆さんも参加してみてください。釡山は本当に
素敵な街です。

街の様子

授業の様子

感想

研 修 先 : 釡慶大学校（韓国）

研修期間：2016 年 8月 6日～ 8月 12 日
経済学部 1年（参加時） 吉岡 仁美
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体 験 者
よくある質問

Q&A

1 年生ですが、参加できますか？Q.1

文化研修プログラムは学年・学部を問わず、長崎大学在学中の学生であれ
ば参加できます。

A.1

教養教育科目で韓国語を履修していませんが、
韓国文化研修に参加できますか？

Q.2

文化研修プログラムは単位取得がないプログラムなので、履修科目等とは
関係ありません。協定校によって基本的な言語能力を参加要件として求め
る場合もありますが、必ずしもその言語の授業を履修している必要はあり
ません。

A.2

全く外国語をしゃべれませんが、参加できますか？
Q.3

ほとんどの協定校の文化研修プログラムでは文化体験だけではなく、参加
学生のレベルに合わせた語学の授業も行っています。初級者を対象にした
語学授業があるので習ったことがない学生も参加できます。初級者には外
国語の学習もできるいい機会になると思います。

テスト期間と文化研修時期が重なっていますが、
どうすればいいですか？

Q.4

文化研修プログラムには、本学の各学部・大学院の学事日程に合わないも
のも含まれています。したがって、各プログラムの実施時期が、履修してい
る科目の授業及び試験日程と重なる場合は、参加できませんのでご注意く
ださい。プログラムの参加申込を行う場合は、授業及び試験日程等を
確認の上、自己の責任で行ってください。

海外旅行保険って何ですか ?
必ず加入しなければならないですか？

Q.5

海外旅行先で病気になったりケガをしたり、誤って物を壊してしまったと
きなどにかかる費用を補償する損害保険が海外旅行保険です。協定校が実
施する文化研修プログラムは海外旅行保険加入を参加条件としているの
で、参加者は必ず加入しなければなりません。

A.3

語学の授業は日本語で行われますか？
Q.6

実施する協定校によって違います。日本の学生だけを対象にしたプログラ
ムの場合は日本語で語学授業が行われますが、日本だけではなく中国、ア
メリカ等、他の国の学生も参加するプログラムの場合は、簡単な英語で行
われます。

A.6

A.4

A.5

1

海
外
文
化
研
修
プ
ロ
グ
ラ
ム
／
よ
く
あ
る
質
問

15 16



学年別

1 年生
20％

2 年生
78％

学部別
多文化社会学部

17％

経済学部
16％

工学部
19％

環境科学部
14％

歯学部
15％

薬学部
8％

海外短期語学留学
プログラム

夏休みと春休みに実施する 3～ 4 週間の語学研修プログラ
ムです。このプログラムに参加して一定の成績を修めた場合、
本学の教養教育外国語科目の 1単位として認定されます。
募集については、各学部の掲示板及び国際教育リエゾン機構
の掲示板やホームページでお知らせします。

国際教育リエゾン機構ホームページ

2

https://www.liaison.nagasaki-u.ac.jp/?page_id=238

Email: ryugaku@ml.nagasaki-u.ac.jp
問い合わせ

* メール本文に必ず、氏名、学部、学年、希望するプログラム名をご記入ください。

3 年生：1％
4 年生：1％

教育学部
6％

水産学部
4％

医学部
1％

国名

アメリカ
15 名

15 名

4 名

9 名

8 名

21 名

フランス
（アンジェ大学）

フランス
（ブルゴーニュ大学）

（フライブルク大学）

（慶煕大学校）

（西北大学）

（カルフォニア州立大学
モントレーベイ校）

ドイツ

韓国

中国

合計

参加人数

72 名

参加者
統計

2016年

17 18

MEMO

※

※2016 年の夏休みは「カルフォルニア州立大学モントレーベイ校」に参加していますが 2017 年はモンタナ大学のプログラムに参加する予定です。
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*2016 年度の実績です。年度によって変更の可能性があります。
詳しくは参加者募集説明会にご参加ください。
英語については 2017 年度は２回（夏休み・春休み）行う予定です。

募集から出国までSchedule

カルフォニア州立大学
モントレーベイ校

英語言語

留学先

留学期間

募集人数

学内掲示及び募集説明会

申込締切

オリエンテーション

出発

2016 年度
奨学金受給実績

フランス語 フランス語 ドイツ語

フライブルク大学

2016年
8月31日～9月18日

2016年
9月5日～9月28日

20 名程度 10 名

5月（3回） 4月下旬～ 5月下旬（2回）

6月中旬 7月末

6月～ 8月（3回） 8 月（1回）

8月 28 日（引率有） 9月初め
（学生が個別で出発）

JASSO（８万円）: 8 名
長崎大学海外留学
奨学金（８万円）：4名

アンジェ大学

2017年
2月27日～3月24日

最低 8人

7月上旬～下旬（2回）

9月上旬

12 月・2月（3回）
【勉強会】

12 月～ 1月（4回）

2月 24 日（引率なし）

JASSO（８万円）：なし
長崎大学海外留学
奨学金（８万円）：11名

ブルゴーニュ大学

2016年
8月29日～9月23日

制限なし

4月中旬～下旬（2回）

6月下旬

6月・8月（2回）
【勉強会】

6月下旬～7月中旬（3回）

8月 26 日（引率なし）

JASSO（８万円）：2名
長崎大学海外留学
奨学金（８万円）：なし

JASSO（８万円）：2名
長崎大学海外留学
奨学金（８万円）：なし

韓国語

慶煕大学校

2016年
9月5日～9月23日

制限なし
（4名まで授業料免除あり）

5月（2回）

6月上旬

7月～ 8月（2回）

9月 4日（引率なし）

JASSO（7万円）:0 名
長崎大学海外留学
奨学金（6万円）：2名

中国語

西北大学

2016年
8月27～9月16日

制限なし

5月～ 6月（2回）

6月末

7月～ 8月（2回）　

8月 26 日（引率有）

JASSO（6万円）：なし
長崎大学海外留学
奨学金（6万円）：15 人

19 20
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プログラム詳細
Details

アメリカ

このプログラムは、長大生のみならず、
世界各国の大学から英語を学びに来
た学生と一緒に学べるプログラムで
す。このプログラムには現地公共機関
等でのボランティア活動も含まれて
おり、プログラムで学んだことを実践
で活かす機会も設けられています。ま
た、週末の小旅行やイベントへの参加、
寮生活などを通して、様々な経験をす
ることができます。

モンタナ大学（UM）

8 月下旬～ 9 月
3 週間
原則 1、2 年生

「英語コミュニケーションⅡ・Ⅲ」または「総合英語Ⅱ・Ⅲ」のいずれか
* 学年によって認定される単位が異なります。

時　　期

期　　間
対　　象

認定単位

単位認定の条件 一定レベル以上のコースを受講し、修了した学生

UMホームページ　　http://www.umt.edu/

21 22

このプログラムは長大生のみなら
ず、世界各国から参加者が集まりま
す。語学の授業の他に文化講座を選
択することもできます。また、留学
中の滞在方法は寮またはホームス
テイを選ぶことができます。国際学
生寮に滞在するので、他国の学生達
とも学外で交流できます。

ブルゴーニュ大学
フランス語教育センター（CIEF）

8 月下旬～ 9 月

4 週間

フランス語Ⅰ・Ⅱの単位を修得し、フランス語Ⅲを履修中の学生

フランス語Ⅳ

時　　期

期　　間

対　　象

認定単位

単位認定の条件 初級コース以上への参加が認められ、修了した学生

CIEF ホームページ  　　http://cief.u-bourgogne.fr/en/

フランス



2

海
外
短
期
語
学
留
学
プ
ロ
グ
ラ
ム
／
プ
ロ
グ
ラ
ム
詳
細

23 24

このプログラムは、長大生のみならず、
毎年世界各国の大学から参加者が集
まります。現地の人々や他大学からの
参加者との交流を通じて、語学力を向
上させるだけではなく、たくさんのこ
とを学ぶことができます。

フライブルク大学付属
語学教育センター（SLI）

8 月（サマープログラム）または 9 月（秋季プログラム）

4 週間

ドイツ語Ⅰ・Ⅱの単位を修得し、ドイツ語Ⅲを履修中の学生

ドイツ語Ⅳ

時　　期

期　　間

対　　象

認定単位

単位認定の条件 Ａ１以上のコースへの参加が認められ、修了した学生

SLI ホームページ　　　http://www.sli.uni-freiburg.de/german/intensive/summer-winter

ドイツ

このプログラムは、長大生のためのプ
ログラムです。語学学習の他に、異文化
理解のための課外活動や日帰り見学旅
行も含まれています。また、研修中は寮
に滞在します。大学構内のフランス人
学生や留学生と同じ寮に滞在するので、
国際的な交流もできます。

アンジェ大学付属
フランス語学センター（CeLFE）

2 月下旬～ 3 月

4 週間

フランス語Ⅰの単位を修得し、フランス語Ⅱを履修中の学生

フランス語Ⅲ

時　　期

期　　間

対　　象

認定単位

単位認定の条件 修了テストに合格した学生

CeLFE ホームページ 　　http://www.univ-angers.fr/en/index.html

フランス
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このプログラムは、長大生のみ
ならず、毎年世界各国の大学か
ら参加者が集まります。語学学
習以外に異文化理解のための
文化クラスや課外活動（フィー
ルドトリップ）等も含まれてい
ます。慶熙大学校は協定校であ
り、当プログラムに参加する学
生 4 名まで授業料不徴収とな
ります。

慶熙（キョンヒ）大学校

国際教育院

8 月下旬～ 9 月

3 週間

韓国語Ⅰ～Ⅲを履修した学生

韓国語Ⅳ

時　　期

期　　間

対　　象

認定単位

単位認定の条件 初級以上のコースを受講し、修了した学生

慶煕大学校国際教育院ホームページ 　http://korea.iie.ac.kr/

韓国

このプログラムは、長大生のため
のプログラムです。西北大学は中
国の有名な歴史古都、西安にあり
ます。語学学習のみならず、伝統文
化のクラスや見学研修も予定され
ています。研修場所は大学のキャ
ンパス内にあり、中国の大学の雰
囲気も十分に味わえます。さらに、
中国人学生の会話パートナーがつ
くことも魅力的です。

8 月下旬～ 9 月

3 週間

原則として中国語Ⅰ～Ⅲを履修した 2 年生

中国語Ⅳ

時　　期

期　　間

対　　象

認定単位

単位認定の条件 修了テストに合格した学生

西北大学ホームページ 　　http://www.nwu.edu.cn/

中国

文化遺産巡り
オオカミの皮

西北大学
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体験談Experiences

参加動機
「夏休みに 3 週間ほど留学した方がいいですよ。」と
教授に勧められたことがきっかけでした。一番時間
に余裕があるのは大学生、特に 1,2 年の時だと思っ
たこともあり、このプログラムに参加することを決
意しました。

昼休みは 2時間ほどあり、昼食後は広くて自然が豊
かなキャンパス内の散歩や売店で買い物をしてま
した。授業後や休日はホストファミリーが海や観光
地に連れて行ってくれたり、みんなと話し合ってこ
のプログラムでは行かない観光名所を訪れたり、ス
ポーツを楽しみました。

ライティングやアメリカ文化の授業で、いくつ
かの班に分かれて、自分たちの英語力で他の班
と競争する授業（テーマに関連する英単語を多
く書く、英単語の推測など）が行われ、ゲーム感
覚で楽しかったです。長崎大学以外の日本の大
学の学生も参加していて、明るく積極的な人た
ちでばかりですぐに仲良くなることができ、授
業時間も休憩時間も多くの会話や雑談を楽しみ
ました。

多くの外国人や仲間と話す機会が多く、対人関
係や英語に対する抵抗感が和らいだこともあり
ましたが、それ以外にも役に立つ情報をたくさ
ん知ることができました（税金、保険加入、
Uber、クレジットカードなど）。これから先の学
会発表や仕事、休暇などでもっと多くの国々を
訪れてみたいと思いました。

海外に行きたい気持ちが少しでもあるのなら、
この研修でも、バックパッカーでも、行動してみ
るのがいいと思います。多くの場所に訪れ、多く
の人々に出会うほど自分が知らなかった知識や
情報も次第に増えるので、英語力の向上以外に
も役に立つと思います。

留学先での生活 授業の様子

感想

後輩へのアドバイス

（昼休み、授業後、寮、休日の過ごし方）

アメリカ

カリフォルニア州立大学
モントレーベイ校

参加動機
フランス語はもちろん、フランスの食文化、建築、絵画、
そして移民社会に関心があったからです。日本を離れ
て暮らしてみることで、驚きや感動と同時に、納得でき
ない慣習もありましたが、客観的に日本の良いところ、
悪いところが分かり、視野が広がったと思います。

平日は授業後に皆でスーパーに買い出しに行ったり、
共同キッチンで料理をしたり、寮に住む様々な国の人
と喋ったりしてました。休日は、とにかく現地でしかで
きないことを楽しみました。パリやストラスブールへ
の観光や地方の小さな仮装祭りに参加したり、ワイン
貯蔵庫でのテイスティングなどをしました。

授業は 10 人程度の少人数制で様々なバックグラウン
ドを持つ人たちがいました。私のクラスでは主に
reading や listening の授業があり、毎週のテストでは
自分の成長が分かるようになっています。また、授業の
中で『tintin』という漫画の吹き出しに言葉を加えたり、
自国の文化について話したりしました。

航空券、授業費用、寮代、海外保険等に約 40 万円かかり
ます。それとは別に現地では、食費、交通費、観光費用な
ど私は 10 万円くらい使いました。学食は 3.25 ユーロ
で割と安いのですが、外食は高いので観光に行ったと
き以外は、皆で自炊をして楽しみました。フランスは
museé などが無料開放される日もあるので現地の情報
にアンテナを張ることをおススメします。

大げさですが、フランスへの短期留学は、たった 1か
月の滞在でも、自分の価値観や生き方に良い意味で大
きな影響を与えると思います！限られた期間の中で、
たくさんのことを吸収するために、留学前に目標を決
めて、行動することをお勧めします。見て、聞いて、食べ
て、フランスでの生活を楽しんでください！

留学先での生活

授業の様子

費用

私は 3年の夏休みに参加したこともあり、自分の大学卒
業後の進路について考える良い機会になりました。現地
で生活し、現地の学生と関わることで、自分が好きなこ
と、将来したいことが見えてきました。

感想

後輩へのアドバイス

19:00

9:00

8:00

8:30

12:00

14:00

16:00

21:00

24:00

起床

Reading 授業

ブルゴーニュ大学へ

昼食

Listening 授業

みんなで夕食

友達と買い物、散歩、観光など

課題または自主学習

就寝

Time Schedule 1 日の流れ

27 28

Time Schedules

（休憩10分）

リーディング、口頭発表の授業（アメリカ、
日本の自分が考える文化についてなど）
ライティング ,文法の授業（自分自身や
家族について話すことが多かった）

アメリカ文化の授業
（ビデオやマンツーマンでの会話など）

日によって時間帯がバラバラ。帰りが遅
くなり、夕食を外ですませた日もあった。

月
・
水
火
・
木

17:00-
20:00

9:00-
11:50

6:00

7:20

8:00

12:00
13:00

14:00

起床

通学（スクールバス）

到着、友達と会話

昼食

買い物、キャンパス内の散歩など

イベント（観光、スポーツ）
月
・
水

授
業

火
・
木

1 日の流れ

帰宅 …

夕食、ホストファミリーとの会話、子供た
ちと遊ぶ、入浴

22:00 就寝

帰宅後 …

工学部 2年生（参加時） 
谷口幸弥
研修期間：2016 年 8月 29 日～ 9月 16 日

多文化社会学部 3年生（参加時）
栁 知美
研修期間：2016 年 8月 29 日～ 9月 23 日

ブルゴーニュ大学
フランス語教育センター（CIEF）

フランス
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29 30

参加動機
いくつかの参加動機のうち、ここで挙げるなら、比較
的簡単に海外に行けるチャンスを得ることができた
こと、大学の受け入れから飛行機の手配まで大学がお
世話をしてくれ、注意事項なども事前に詳細に教えて
くれるので、海外に行くことへの不安・負担は最小限
であったこと、また、母国語の通じない地域で自分が
コミュニケーションをとることができるのか試して
みたかったということです。

伝えたいことが多すぎて語学留学中の生活を余すこ
となく全てを伝えることは難しいが、大まかな内容を
挙げたいと思います（ここでは授業時間以外の例を挙
げる）。まず一番思い出深かったことは、大学の屋外に
広いバスケットコートや卓球台がずらりと並んだス
ペースがあり、そこで現地の方（大学生だけでなく、一
般の方々）とプレーし、仲良くなったことです。また、
食堂のおばちゃんや博物館で出会った人と話し、SNS
で連絡先を交換し中国語を教えてもらったことが思
い出深いです。

移動費、授業料でだいたい 8 万円ほど。向こうで食事
や買い物に使うお金は 2,3 万円あれば十分でした。保
険料はプランによりますが約１万円。

最高なのは他学部の仲間もできるということです。楽
しいことや困難な場面を共に過ごした仲間ができ
る！私たちの場合は留学後も集まって遊んだり、忘年
会をするほどでした。苦しいこともあるかもしれない
けど、留学後は良い思い出話になります。

留学先での生活
授業は留学の初めに簡易な面接試験をし、クラスが 2
つに分けられます。私はあまりにも中国語がつたな
すぎたため下のクラスに入りました。結果的にこれは
とても良いことでした。私たちの担当の先生は授業を
ゆっくり進め、合間に私たちの趣味や日本のことを聞
いてきてくれました。そこで日本ではまだ上映された
ばかりの「君の名は」、RADWIMPS、スマップの話な
どが興味深く、中国でも人気のある方の話を中国語と
英語で説明してくれたことが面白かったです。中国語
と英語だけ（主に中国語）でも、案外話題はわかるし面
白かったです。

授業の様子

費用
後輩へのアドバイス

12:00

7:00

8:20

14:00

16:00-

23:00-
0:00

起床

昼休み

授業（中国語）

体験授業

自由時間

就寝

Time Schedule 1 日の流れ

薬学部薬科学科 2 年生（参加時）
岡見 和哉
研修期間：2016 年 8月 27 日～ 9月 15 日

参加動機
ドイツ語Ⅳの単位も取れて、ヨーロッパで 1 ヶ月も
暮らせるというのが、すごく魅力的で、このプログラ
ムに参加することを決心しました。また、いろいろな
国の人と関わることができて、これまで勉強してき
たドイツ語の力を実際に試す機会になるというのも
参加の動機でした。

授業は午前中に終わります。午後や土日は、SLI 主催
のイベントや、ドイツ語をもっと勉強したい人のた
めのクラスもあり、自由に参加できます。レギオカル
テ（電車の定期券）を活用して、日帰りでフランスや
スイスの国境付近の街に行くこともでき、楽しかっ
たです。

授業は 15 人程度の少人数で行われます。先生は主に
ドイツ語を話し、分かりやすく丁寧に教えてくれま
す。すごく親切で、質問も、分かるまで教えてくださ
いました。ペア学習やアクティブラーニングが中心
です。いろいろな国の人がいて、英語やドイツ語で話
すので話す練習や聞く練習にもなりました。

現金を 10 万円ほどユーロに両替して、クレジット
カードは 2 枚持っていきました。スーパーなどでは
クレジットカードが使えないことも多かったため、
現金を多めに持って行って良かったです。あまり
持って行かなくても、クレジットカードにキャッシ
ング機能をつけておくと便利です。

慣れない土地での暮らしに、最初は不安で大変
なこともありましたが、1 週間もあれば慣れてし
まって、すごく楽しかったです。フライブルクの
街を拠点に、たくさんの街や国に行くことがで
き、充実した 1 ヶ月になりました。素敵な先生と
の出会いのお陰で苦手なドイツ語も大好きにな
りました。今回の短期留学で新しい目標や勉強
したい事が見つかりました。
たった1ヶ月の留学生活でしたが、私のアナザー
スカイを見つけたような気がします。海外で暮
らしてみたいけど長期留学には抵抗があるとい
う人、ちょっと海外暮らししてみたいなという
人、ぜひ参加してみてください！絶対に充実し
た 1 ヶ月になると保証します！

留学先の様子及び生活

授業の様子

費用

留学後の感想と
後輩へのアドバイス

研修期間：2016 年 9月 5日～ 9月 28 日

19:00

10:45

6:00

9:15

11:00

12:00

14:00

22:00

起床

休憩

授業（復習、会話やペアワークなど）

授業（文法やリーディングなど）

昼食

夕食

宿題、予習復習、学校のイベント、お出かけ

就寝

Time Schedules 1 日の流れ

歯学部 2 年生（参加時）
川口 可菜里
研修期間：2016 年 9月 5日～ 9月 28 日

フライブルク大学付属
語学教育センター（SLI）

ドイツ 中国
西北大学
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参加動機
私はもともと韓国のアイドルから始まり、韓国の
ドラマを見ていて韓国がとても好きでした。さら
に長崎大学で韓国語の勉強を始めて、韓国人の友
達を作ることができ、韓国について触れる機会が
多くなりました。そこで、知識だけでなく実体験
として韓国語を深めたいと思ったので韓国語短
期語学留学プログラムに参加しました。

場所はソウル市内にある回基 ( フェギ ) というと
ころで、私たちの暮らした大学寮は隣に回基駅が
あり、観光客に人気の明洞やカロスキルにも電車
ですぐにいくことができる便利な場所にありま
した。大学までは徒歩 20 分くらいで、私たちの登
校する時間帯には、大学生や社会人など多くの人
が歩いていました。飲食店も多数あり、夜になる
と屋台も出てきて賑わう土地でした。さらにカ
フェが寮の真ん前にあり、日本でおなじみのス
ターバックスも 2 店舗ほど近くにありました。

初日にクラス分けのテストがあり、出された課題
に沿って韓国語で文章を書くというものと、先生
と 1 対 1 での面接でどこから来たのか、何日間の
留学なのか、誕生日はいつか、などの質問を受け
ました。レベル別に大きく 3 コースほどに分かれ、
その中でさらに 10 クラスほどに分かれての授業
でした。私のクラスでは大学で韓国語をおもに勉
強している国際コースからきている人もいて、同
じ授業を受けていてもかなりレベルの異なる生
徒もいました。
授業内容が大学で行っていたものとはレベルが
違ったため、最初は難しくなかなか理解できない
ことがたくさんありました。しかし、一週間もす
ると耳が慣れてきたのか少しずつ分かるように
なり、授業が楽しくなりました。特に Speaking の
授業では実践的なものが多く役に立ちました。

トウミというのは私たち留学生につく韓国の学生、
いわばチューターのような人で、今年はトウミの数
が少なかったらしく、1 ～ 3 人に１人という割合で
した。年齢は様々で同年齢の人もいれば私のトウミ
のように５歳年上の人もいました。私はトウミと２
回会い、江南で集合してご飯を食べたり、カフェに
行ったりしました。他の人はトウミと女子同士で一
緒にお買い物をしたり、おそろいのものを買ったり
している人たちもいました。

留学先の様子

授業の様子

トウミについて

10:50

7:30

9:00

11:05

11:55

12:10

起床

休憩

文法の授業

文法の授業

休憩

Speaking の授業

16:00-
18:30

19:00-
22:30

13:00

14:00

23:30

昼食

観光

友達と買い物

カフェで予習、復習

就寝

Time Schedule 1 日の流れ

教育学部 2 年生（参加時）
江口 奈緒
研修期間：2016 年 9月 5日～ 9月 23 日

2

現金はどのくらい持っていきましたか？

現地でどのくらい使いましたか？

持参してよかったものは？

＊ヒートテック（寒い日に助かった）
＊スーツケース以外の大きめのバック（お土産を入れるのに役立った）
＊肩掛けの小さなバック（少し出掛けるのに便利だった）
＊パーカー（朝と夜の気温差が激しかったので）
＊ウエットティッシュ（あると便利だった）
＊日本のお菓子（海外のものより美味しいから）
＊サングラス（日差しが強かった）
＊マスク（飛行機の中は乾燥するから）

持参した方がよかったものは？

＊長袖の服（昼は大丈夫だったが、夜が寒かった）
＊スリッパ
＊多めの靴下や下着
＊ドライヤー（海外の物は使い勝手が悪かった）
＊カラーペン・のり
＊首から下げられる財布（荷物が多い時すぐに取り出せるように）
＊デジタルカメラのメモリーカード（容量が足りなくなった）

この研修での成果は？

・発音などはあまり上達したように感じませんが、周りが英
語で話しているという環境に慣れる事ができ、聞き取る力
は向上したと思います。

・友達だけで行動するときは、自分でやる事を決めず、行き先
や、やることを他の人に任せる事が多かった。そのため、
せっかく現地の人達と話せる機会があっても、そのチャン
スを逃してしまう事もあり、この点については自分の中で
後悔している。

・現地の方と英語で会話することで、英語を話すことへの
自信がついた。

・海外旅行で味わえないような、アメリカの暮らしそのも
のを体験する事ができた。３週間という短い期間では
あったものの、ホームステイをして過ごす事で生活スタ
イルをホームステイ先に合わせないといけなかったので、
初めは戸惑った。しかし、その国独自の生活や文化を肌で
感じる事が出来て良かった。

・長崎大学だけでなく、他大学やＣＳＵＭＢの人とも交流
ができ、交友関係が広がったことです。

・生きた英語に触れる事ができ、とても強い刺激を受けた。
・ホストファミリーの温かみを感じられたこと。
・ホストファミリーとの会話を通して、英語を話すのが楽
しいと感じられたこと。

・気の合う友人に出会えた事。アメリカの生活や文化を知
り体験できた事です。

・文化や習慣の異なった多くの人と出会い、交流することで、
新たな発見や自信を持つ事が出来ました。

・日本人、アメリカ人どちらでもあるが様々な人と会えて、
いろんな話が出来たこと。ホストファミリーは人数が多
い分、とても賑やかな家族の中に自分も参加できた。

・最初は英語を話す事に抵抗がありましたが、授業を通し
て自信を持って話す事が何より大事だという事を教えて
もらいました。この留学が初めの一歩であり、ますます努
力しなければならないと教えてもらいました。　留学を
通して、これからの学習のモチベーションを上げる事が
できたのが一番の収穫だったと思います。

研修で最も「良かった」と思うことはなんですか？

平均：＄420

平均：＄750

Q.1

Q.2

Q.3

Q.4

Q.5

Q.6

・リスニング力は上がったと思いますが、スピーキング力が
上がったかどうかは微妙です。気持を伝えようと自分から
コミュニケーションを取ろうとする行動を多くとることが
できました。

・リスニング力は上がったと思います。英語を話す、書くとい
う事に関しては抵抗がなくなりました。もっと英語を話せ
るようになりたいと思いました。

・多文化に触れる事によって、いろいろな発想が出来るよう
になり、また英語を以前よりも聞き取れるようになりまし
た。英語への抵抗感も減り、積極的に勉学に取り組むアメリ
カ人の姿勢を見る事もできて良かったです。

31 32

慶熙（キョンヒ）大学校

国際教育院
韓国 アメリカ

カリフォルニア州立大学
モントレーベイ校

アンケート結果
Questionnaire
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飛行機の予約時期、値段、利用した航空会社は？

現金はどのぐらい持って行きましたか？

・1万円～ 5万円（3名）
・6万円～ 7万円（2名）
・10 万円～ 15 万円（2名）
・20 万円（2名）

お小遣いはどのぐらい使いましたか？
（お土産代、旅行代、お昼ご飯代など）

・10 万円～ 15 万円（3名）
・18 万円（1名）
・20 万円（4名）

・基本的な動詞を知らずに苦労した。身についたものが多
くて良かった。最初は慣れなくてきつかった。

・先生が優しくて教え方や質問への回答が丁寧だった。
・全く分からなかったドイツ語が少しわかるようになり
楽しいと思えるようになった。

・ドイツ語について色々と学ぶことができて良かった。
・一つ上のクラスで学習したかったが、その分、下のレベ
ルのクラスでの学習意欲が上がったので良かった。

・読み書きよりも話す力を身に付けようとする授業で、実
践力が身についた。

・先生の指示がわからないことがあった。
・色々な国の人とも関われるし、ドイツ語を話す機会が多
く、よく身についたと思う。

・FUN LEARNING だった。楽しく学べて日本にいるより
授業が分かりやすかった。

・日本語を使う機会がほとんどなかったので、自然とドイ
ツ語を頑張れる環境だった。

・Speaking、Reading、Listeningなどのバランスがよかった
・少人数だったのがよかった。

・ドイツでの生活はとても楽しかった。
・オフィスがとても丁寧に対応してくれて心強かった。
・店が閉まるのが早くて大変だった。
・寮が汚かったが、慣れたら大丈夫だった。
・困ることはほとんどなかった。
・寮のルームメイトが気難しい人で対応が大変だった。
・慣れるまで大変だった。
・トラムなどもあり、とても便利だった。
・日曜日と夜はほとんど店が閉まっていたのが少し不便だった。

研修の感想

・7月頃／9～ 12万円／タイ航空
・7月頃／15万円／タイ航空、ルフトハンザ航空、フィンランド航空
・7月頃／17万円／ANA、ルフトハンザ航空（直行便）
・8月頃／19万円　

Q.1

Q.2

Q.3

Q.6

持参してよかったものは？

・ポケットwifi（携帯が使える方が良かった、便利だった）
・様々なサイズのカバン
・ビーチサンダル（シャワーを浴びるときや部屋にいるときに使えた）
・大きめのリュック（週末旅行に行くときに使った）
・厚手の上着（9月下旬が寒かった）
・スリッパ
・防寒具
・お米（レンジで温めるもの）
・吊るせる洗濯ひも

Q.4

研修前にどんな勉強をしましたか？

・授業やテキストの復習
・基本をもう一度復習した
・ドイツ語の会話
・ドイツ語検定の勉強

Q.5

（学習面）

（学習面と生活面）

（生活面）

フライブルク大学付属
語学教育センター（SLI）

ドイツ

持参してよかったものは？

持参した方がよかったものは？

・洗濯洗剤（日本の物の方がいい）
・フランス語の文法書

ブルゴーニュやフランスを知るために
おすすめする本は？

お小遣いはどのぐらい使いましたか？
（お土産代、旅行代、お昼ご飯代など）

・フランスことりっぷ
・地球の歩き方

・フランス語の単語や文法が全然わからなかった。
・文法で習っていないことや単語で分からないものがあった。
・辞書を使えなかった（使いづらかった）。

授業で嫌だったことや困ったこと

・プチプチ（ワインを包むため）
・パソコン
・カメラ

Q.1

Q.2

Q.3

Q.7

・皆と料理して、食事できた。
・バス停から近い。
・近くにスーパーやパン屋がある。
・個人部屋（トイレ、シャワー付き）

・ストラスブール（街がとにかくきれい）
・ボーヌ（ワイン）
・ニュイサンジョルジュ（カシス、蒸留酒）

・辞書にのっていない言葉がたまにある。
・発音が難しい
・授業がとても難しかったので、はじめの一週間でクラスを
変えたいときは先生に相談した方がよい。

寮でよかったことQ.8

おすすめの場所は？Q.9

勉強面で困ったことQ.10

・とにかく楽しんでほしい！全部が貴重な体験になること間
違いなし！

・一か月という短い期間しかないので、失敗を恐れず、チャレ
ンジしてください。

・言語以外でもフランスの文化やメディア、人々など発見がた
くさんあるので、楽しんでください！

後輩へのメッセージQ.11
1 万円～ 2万 5千円（足りなかったので、もっと持って行
くべき。3万円ぐらいがよいのでは？）

Q.4

授業でよかったこと

・日本人がクラスに少なかったから、ずっとフランス語だった
・コミュニケーションが主体だったので、積極的にチャレンジ
　することができた
・フレキシブルなクラス
・ライティングの添削を丁寧にしてくれる　　　　　　　

Q.6

現金はどのぐらい持って行きましたか？

5 万円～ 10 万円

Q.5

ブルゴーニュ大学
フランス語教育センター（CIEF）

フランス
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よくある質問
Q&A

対象学年以外でも参加できますか ?
Q.1

Q.2

Q.3

Q.4

Q.5

対象学年が優先されますが、定員に空きが
あれば対象でない学年も参加できる場合
があります。

A.1

A.2

A.5

A.4

A.3

費用はどのくらいかかりますか ?
（2016 年度実績）

中　　国：約 15 万円
韓　　国：約 17.3 万円
　　　　　（授業料免除の場合、10.5 万円）
アメリカ：約 45 万～ 50 万円
フランス
ド  イ  ツ

（内訳）
渡航費、宿泊費（寮またはホームステイ）、
授業料

参加したら必ず単位が取れますか ?

プログラムによって異なりますが、各プロ
グラムが指定するレベル以上のクラスに
入り、修了する必要があります。また、帰国
後は、各自、教養教育事務室で単位認定の
申請を行わなければなりません。

海外に行ったことがないので、
どんな準備をすればよいかわかりません

参加者決定後、プログラム毎に出発前
オリエンテーションを行います。何を
準備したら良いかなどの説明がありま
す。また、留学に関する諸注意に加え、
海外渡航時の一般的な注意事項等も
行っています。

短期語学留学の奨学金について
教えてください

プログラム毎に日本学生支援機構
（JASSO）海外留学奨学金及び長崎大学海
外留学奨学金へ申請を行っています。応募
するには成績等の条件があり、参加者全員
がもらえるものではありません。詳しくは、
プログラム毎に行われる参加者オリエン
テーションで説明を聞いてください。

*留学先の国、為替レートや燃油価格の変動によって、
大幅に変わる可能性があります。

＊2016 年度の奨学金受給実績は、P19 をご覧ください。

*その他に、海外旅行保険料、現地での食費や交通費
などがかかります。
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2月～4月

4月～6月

6月～7月

7月～8月

9月

交換留学

換留学とは、長崎大学が協定を結んでいる海
外の大学（協定校）へ 1 年以内の間、長崎大
学に在籍しつつ協定校で教育を受けて単位

を修得するプログラムで、学内選考において「長崎大学
として派遣するにふさわしい」と判断された学生が交換
留学の候補者となります。
授業料は、長崎大学に納めることにより、留学先大学へ
は不要となります。

3

派遣候補者の募集開始

また、留学先大学で履修した授業科目に対して、所属学部・研究科にて所定の手続きを
経て、単位認定を受けることも可能です。ただし、単位認定については、各学部・研究科
により異なりますので、事前に確認しておく必要があります。
募集については、各学部・研究科及び国際教育リエゾン機構の掲示板やホームページで
お知らせします。

※大学間の交換留学の場合

春学期からの留学

4 月 10月

学内出願締切

学内選考

学内選考結果通知

留学先への出願手続き

留学先での入学審査

留学先からの入学許可

学内での留学手続き
査証取得

出国

秋学期からの留学

6 月 15 日

6月下旬
～8月

8月

8月～10月

10月～11月

11月～12月

12月～1月

2月

12月15日

12 月下旬
～2月

2月

交 留学までの流れ
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留学先大学での授業について
私は主に英語で開講されている経済学部の授業を
取っていました。特にマーケティングの授業が面白
く、国による宣伝の違いや、企業ロゴの意味や移り変
わりなどを学びました。経済学部の授業の他に、イタ
リア語のビギナークラスの授業を取っていました。

授業によって課題が多いものと、最後のテストだけ
のものがありました。課題は提示された記事を読み、
グループでプレゼンテーションを作るなど、先生に
よって様々です。テストは記述式がほとんどで、イタ
リア語の授業は口頭試験もありました。

寮には、キッチンがありませんでした。部屋は一人部
屋と二人部屋があり、私は一人部屋に住んでいまし
た。一人部屋で月 320€と、別に最初にデポジットが
350€払いました。

私は JASSO の奨学金（月 8 万円）を貰っていました。
寮費も含めると、月に 10 万円ぐらい使っていました。
そのうち交通費は月に 25€で、バスとトラムと水上
バスが自由に乗り降りできます。

私が留学していた大学は日本語学科があり、定期的
に日本語学科の生徒と日本人留学生の集まりがあり
ました。そこで出会ったイタリア人の友達と仲良く
なり、よく家に遊びに行ったり、お茶をしたりしてい
ました。また彼女の実家に泊まらせてもらう機会も
あり、イタリアの家庭を見ることができいい経験に
なりました。彼女の他にも仲良くなった友達とは日
本に帰国してからも連絡を取り合い、昨年福岡と東
京で再会を果たしました。

留学先大学での
課題・テストについて

寮生活について 生活費について

週末は、ベネチアの街を散歩しながら写真を撮った
り、イタリア人の友達の家に遊びに行って一緒に料
理をしたりしていました。また、ベネチアは交通の便
が良く、電車やバスを利用して旅行に行ったりして
いました。

週末の過ごし方留学先での友人とのエピソード

Schedule 留学先大学での時間割

募集について

出願条件 ・希望留学先大学が定める出願条件を
　全て満たしていること

・留学期間を半年以上、1年以内とすること

・複数大学への併願は受け付けない

・学内選考のための面接を必ず受けること

提出書類 学生本人が以下の書類を全て揃えて、学内
出願締切期日までに国際教育リエゾン機
構事務室に提出する。

・学生本人において作成するもの
　交換留学（学生派遣）申請書（様式 1）
　留学目的・留学計画（様式 2）

・所属学部等において作成するもの
　出願許可書（様式 3）
　成績証明書

・指導教員等において作成するもの
　推薦書（様式 4）

※募集要項や様式は、国際教育リエゾン機構
　ホームページでご確認ください。

（学内選考時）

この交換留学は、本学と協定校間との信
頼関係の上に成り立つものですから、留
学が決まった学生は、長崎大学の代表と
して交換留学生に選ばれたという自覚
をもって留学期間を過ごしてください。

12:15-
13:45

8:45-
10:15

10:30-
12:00

14:00-
15:30

16:00-
17:30

月

火

水

木

金

Introduction 
to the 
modern firm
Introduction 
to the 
modern firm

Product and 
marketing 
management

Introduction 
to the 
modern firm

Product and 
marketing 
management
Product and 
marketing 
management

イタリア語

イタリア語

イタリア語

経済学部 3年生（参加時）
橋口 優乃
派遣期間：1年間

カフォスカリ大学
イタリア

体験談Experiences

3

交
換
留
学
／
募
集
に
つ
い
て
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交換留学にはどのくらいの準備期間が必要ですか？Q.1

交換留学は、「長崎大学として派遣するにふさわしい」と判断された学生
が交換留学の候補者となります。そのため、学内出願締切前までに希望
留学先大学の出願条件を満たしておく必要があるので、留学開始時期の
1 年半以上前から準備を始めましょう。
特に、語学要件がある協定校への留学の場合は、語学検定の試験日
や結果通知なども考慮に入れなければなりません。 A.1

どのくらいの語学力・学力が必要ですか？Q.2

交換留学では、基本的に本学での専攻に関連した科目を履修します。そ
のため、専攻に関連した一定以上の基礎学力はもちろん、専門的な授業
を受けれる程度の語学力は最低限必要となります。
留学すれば自然と語学力が上がるということではありませんし、短期間
での語学力向上は困難ですので、早めに勉強を開始し、しっかりと
語学力を身につけておきましょう。 A.2

学内選考はどのように実施されますか？
Q.3

学内選考の方法は、原則として面接です。明確な留学目的・計画があり、
しっかりと留学のための準備を行っているか、長崎大学が派遣する交換
留学生としてふさわしい人物か、などを総合的に審査します。

A.3

費用はどのくらいかかりますか？Q.4

留学先によって違います。往復渡航費や教材費、交際費などに加えて、学
生寮に住むか、自分でアパートを借りるのか、自炊するのか、外食するの
かなどによっても違います。
事前に、渡航先の物価を調べておきましょう。

A.4

卒業時期は延びますか？Q.5

交換留学は、学籍上「留学」となり、本学に在学した状態で、留学先大学に
在籍します。
ただし、留学先大学での修得単位の認定については、帰国後、所属学部等
で審査が行われますので、事前に所属学部等および指導教員に相談して
おく必要があります。そのため、卒業が遅れる可能性があることを
理解しておいてください。 A.5

休学して交換留学をすることはできますか？
Q.6

できません。
長崎大学に授業料を納めることが交換留学の条件です。

A.6

2 よくある質問Q&A3

交
換
留
学
／
よ
く
あ
る
質
問
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2 2協定校一覧

スペイン 2 校

オランダ 2 校

ノルウェー 1 校

英国 6 校

スウェーデン 1校

ポルトガル 2 校

ザンビア 1校

ブルガリア 1校

トルコ 2 校

アラブ首長国連邦 1校

カナダ 5 校

アメリカ 13 校

オーストラリア 7 校

ドイツ 5校

フランス 4 校

イタリア 6 校

ベラルーシ 2校

ベルギー 3 校

ポーランド 1校

モンゴル

中国

カザフスタン

台湾

ブルネイ

マレーシア

フィリピン

ミャンマー

インドネシア

韓国

2 校

2 校

シンガポール 1校

タイ 4 校

ベトナム 1 校

World University Map

25 校

1 校

26 校

12 校

3 校

2 校

1 校

5 校

ケニア 2校

〈留学可能な協定校のみ〉3

交
換
留
学
／
協
定
校
一
覧

World
University Map
協定校 MAP

2017 年 2月 1日現在
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2
国・地域 協定校 主管部局

中華人民

共和国

1 福建省疾病予防控制中心 医歯薬学総合研究科

2 復旦大学 医歯薬学総合研究科Fudan University

3 福州大学 工学研究科Fuzhou University

4 中国海洋大学 水産・環境科学総合研究科Ocean University of China

5 中国薬科大学 医歯薬学総合研究科

6 福建医科大学 医歯薬学総合研究科Fujian Medical University

7 同済大学 工学研究科Tongji University

8 大連海洋大学 水産・環境科学総合研究科Dalian Ocean University

9 香港浸會大学 薬学部Hong Kong Baptist University

10 上海財経大学 経済学部

11 東北師範大学 教育学部Northeast Normal University

12 上海海洋大学 水産・環境科学総合研究科Shanghai Ocean University

13 上海師範大学 教育学部Shanghai Normal University

14 集美大学 水産・環境科学総合研究科Jimei University

15 天津科技大学 工学研究科

16 吉林大学 水産・環境科学総合研究科Jilin University

17 山東大学 工学研究科Shandong University

18 山東科技大学 工学研究科

19 浙江海洋大学 水産・環境科学総合研究科Zhejiang Ocean University

20 西南財経大学 経済学部

21 揚州大学 水産・環境科学総合研究科Yangzhou University

22 香港教育大学 多文化社会学部

23 大連医科大学 医歯薬学総合研究科Dalian Medical University

24 上海外国語大学 経済学部

台湾

大韓民国

25 国立陽明大学 医歯薬学総合研究科National Yang Ming University

26 淡江大学 水産・環境科学総合研究科Tamkang University

27 国立高雄海洋科技大学 水産・環境科学総合研究科National Kaohsiung Marine University

28 国立台湾海洋大学 水産・環境科学総合研究科National Taiwan Ocean University

29 高雄医学大学 医歯薬学総合研究科Kaohsiung Medical University

30 国立政治大学 多文化社会学部National Chengchi University

31 国立台湾大学 多文化社会学部National Taiwan University

32 国立台湾師範大学 多文化社会学部National Taiwan Normal University

33 台北医学大学 医歯薬学総合研究科Taipei Medical University

34 成功大学 多文化社会学部National Cheng Kung University

35 国立東華大学 経済学部National Dong Hwa University

36 国立高雄大学 多文化社会学部National University of Kaohsiung

37 濟州大学校 工学研究科Jeju National University

38 釡慶大学校 水産・環境科学総合研究科Pukyong National University

39 江原大学校 工学研究科Kangwon National University

40 晋州保健大学 医歯薬学総合研究科Jinju Health College

41 昌原大学校 教育学部Changwon National University

42 全南大学校 水産・環境科学総合研究科Chonnam National University

43 仁荷大学校 水産・環境科学総合研究科Inha University

44 漢陽大学校 教育学部Hanyang University

45 慶北大学校 教育学部Kyungpook National University

46 梨花女子大学校 国際教育リエゾン機構Ewha Womans University

47 成均館大学校 国際教育リエゾン機構Sungkyunkwan University

48 慶熙大学校 国際教育リエゾン機構Kyung Hee University

49 ハーリム大学校 医歯薬学総合研究科Hallym University
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Fujian Center for Disease Control and 
Prevention

China Pharmaceutical University

Shanghai University of Finance 
and Economics

Tianjin University of Science & 
Technology

Shandong University of Science 
and Technology

Southwestern University of 
Finance and Economics

The Education University of Hong 
Kong

Shanghai International Studies 
University
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大韓民国

50 ソウル大学校 医歯薬学総合研究科Seoul National University

51 プサン大学校 医歯薬学総合研究科Pusan National University

52 嶺南大学校 工学研究科Yeungnam University

53 新羅大学校 教育学部Silla University

54 全北大学校 工学研究科Chonbuk National University

55 中央大学校 経済学部Chung-Ang University

56 韓信大学校 教育学部Hanshin University

57 慶尚大学校 医学部Gyeongsang National University

58 釡山カトリック大学校 医歯薬学総合研究科Catholic University of Pusan

59 東国大学校 多文化社会学部Dongguk University

60 亜洲大学校 多文化社会学部Ajou University

61 延世大学校（原州キャンパス） 多文化社会学部Yonsei University Wonju Campus

62 建国大学校 多文化社会学部konkuk University, Seoul Campus

63 モンゴル国立医療科学大学 医歯薬学総合研究科

64 チェンマイ大学 経済学部Chiang Mai University

65 チュラロンコン大学 医歯薬学総合研究科Chulalongkorn University

66 マヒドン大学 水産・環境科学総合研究科Mahidol University

67 サムラトランギ大学 水産・環境科学総合研究科Sam Ratulangi University

68 アイルランガ大学 水産・環境科学総合研究科Airlangga University

69 ブラウィジャヤ大学 水産・環境科学総合研究科University of Brawijaya

70 ボルネオタラカン大学 水産・環境科学総合研究科Borneo Tarakan University

71 インドネシア大学 水産・環境科学総合研究科University of Indonesia

72 マレーシア科学大学 水産・環境科学総合研究科Universiti Sains Malaysia

モンゴル国

タイ王国

インドネシア
共和国

マレーシア

ブルネイ
ダルサラーム国

フィリピン
共和国

73 テイラーズ大学 多文化社会学部Taylor's University

74 ブルネイ・ダルサラーム大学 多文化社会学部Universiti Brunei Darussalam

75 フィリピン大学ディリマン校 多文化社会学部University of the Philippines Diliman

ミャンマー
連邦共和国

オーストラリア
連邦

アメリカ合衆国

フィリピン
共和国

76 フィリピン大学ビサヤ校 水産・環境科学総合研究科University of the Philippines Visayas

77 アテネオ・デ・マニラ大学 多文化社会学部Ateneo de Manila University

78 カントー大学 水産・環境科学総合研究科Can Tho University

79 ミャンマー国保健省医育管理局
及び医学研究局 医歯薬学総合研究科

80 パテイン大学 水産・環境科学総合研究科Pathein University

81 エディスコーワン大学 多文化社会学部Edith Cowan University

82 サンシャインコースト大学 多文化社会学部University of the Sunshine Coast

83 サザンクロス大学 多文化社会学部Southern Cross University

84 ビクトリア大学 多文化社会学部Victoria University

85 クイーンズランド工科大学 多文化社会学部Queensland University of Technology

86 ウエスタンシドニー大学 多文化社会学部Western Sydney University

87 ディーキン大学 水産・環境科学総合研究科Deakin University

88 カリフォルニア州立大学モントレーベイ校 多文化社会学部

89 ベネディクティン大学（イリノイ州） 多文化社会学部Benedictine University

90

ウエスタンイリノイ大学 多文化社会学部Western Illinois University

ノーザン州立大学 多文化社会学部Northern State University

91

アーカンソー工科大学 多文化社会学部Arkansas Tech University92

ノースダコタ州立大学 多文化社会学部North Dakota State University93

ディキンソン州立大学（ノースダコタ州） 多文化社会学部Dickinson State University94

ロングウッド大学 多文化社会学部Longwood University95

ペンシルベニア州立インディアナ大学 多文化社会学部Indiana University of Pennsylvania96

ノースイースタン・イリノイ大学 多文化社会学部Northeastern Illinois University

カナダ

97

フロストバーグ州立大学 多文化社会学部Frostburg State University98

ニューファンドランドメモリアル大学 多文化社会学部Memorial University of Newfoundland99

ウィニペグ大学 多文化社会学部The University of Winnipeg100

カルガリー大学 多文化社会学部University of Calgary101

102 フレーザーバレー大学 多文化社会学部University of the Fraser Valley

ベトナム
社会主義共和国
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Mongolian National University of 
Medical Sciences

California State University, 
Monterey Bay

The Ministry of Health and Sports,Depart-
ment of Human Resources for Health,De-
partment of Medical Research,Myanmar
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イタリア共和国

103 レスブリッジ大学 多文化社会学部University of Lethbridge

104 トリノ工科大学 工学研究科Politecnico di Torino

105 ナポリ大学フェデリコⅡ 工学研究科University of Naples Federico Ⅱ

106 バーリ大学 工学研究科University of Bari

107 カ・フォスカリ大学 経済学部Ca' Foscari University of Venice

108 ナポリ第二大学 医歯薬学総合研究科Second University of Naples

109 アバディーン大学 多文化社会学部The University of Aberdeen

110 マンチェスター・
メトロポリタン大学 多文化社会学部Manchester Metropolitan University

111 ハイランド＆アイランド大学
パース校 多文化社会学部

112 多文化社会学部

113 水産・環境科学総合研究科

114 多文化社会学部

115 多文化社会学部

116 多文化社会学部

117 経済学部

118 多文化社会学部

119 多文化社会学部

120
水産・環境科学総合研究科・
経済学部

121 多文化社会学部

キール大学 Keele University

スターリング大学 University of Stirling

ゲオルク・ジモン・
オーム大学ニュルンベルク Nuremberg Institute of Technology

アウクスブルク応用科学大学 University of Applied Sciences Augsburg

ホーフ応用科学大学 University of Applied Sciences Hof

ワルシャワ経済大学 Warsaw School of Economics

ライデン大学 Leiden University

ラドバウト大学 Radboud University

ゲント大学人文・哲学部、
経済経営部、生物工学部

モンス大学 University of Mons

英国

ドイツ連邦
共和国

ポーランド

ベルギー王国

オランダ王国

カナダ

スペイン

フランス共和国

ポルトガル
共和国

122

123

124

125

126

127

オート・アルザス大学
ミュールーズ国立高等化学院 医歯薬学総合研究科

ヨーロピアン・ビジネス・
スクール　パリ校 経済学部European Business School Paris

アンジェ大学 医歯薬学総合研究科University of Angers

ポンティフィシア・
コミージャス大学 工学研究科Universidad Pontificia Comillas

マラガ大学 多文化社会学部University of Malaga

ポルト大学 医歯薬学総合研究科The University of Porto

128 フェルナンドペソア大学 多文化社会学部University Fernando Pessoa

ノルウェー王国

ブルガリア共和国

ベラルーシ
共和国

カザフスタン
共和国

ケニア共和国

ザンビア共和国

トルコ共和国

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

ノルウェー科学技術大学 水産・環境科学総合研究科

プロブディフ医科大学 医歯薬学総合研究科Medical University-Provdiv

国立ベラルーシ医科大学 医歯薬学総合研究科Belarusian State Medical University

ゴメリ医科大学 医歯薬学総合研究科Gomel State Medical University

セメイ医科大学 医歯薬学総合研究科Semey State Medical University

アスフェンディヤーロフ・
カザフ国立医科大学 医歯薬学総合研究科

ケニヤッタ大学 医歯薬学総合研究科Kenyatta University

モイ大学 工学研究科Moi University

ザンビア大学 医歯薬学総合研究科University of Zambia

ガジ大学 工学研究科Gazi University

イスタンブールゲリシム大学 工学研究科Istanbul Gelisim University

協定校一覧 〈部局間の交換留学〉

国・地域 協定校 主管部局

1

2

福建医科大学 医歯薬学総合研究科Fujian Medical University

上海交通大学医学院 医学部・歯学部

3 シンガポール国立大学医学部 医学部

4 カセサート大学経済学部 多文化社会学部Faculty of Economics, Kasetsart University

5 サウス･カロライナ大学 水産・環境科学総合研究科University of South Carolina

6 ミシガン州立大学
国際保健研究所 医歯薬学総合研究科

7 トレント大学心理学認知科学部 医歯薬学総合研究科

トレント大学 経済学部8

オックスフォード・
ブルックス大学 多文化社会学部Oxford Brookes University9

ヴュルツブルク大学医学部 /
大学院生命科学研究科 医歯薬学総合研究科・医学部10

マンハイム大学社会科学部 多文化社会学部11

ライデン大学 医学部 医歯薬学総合研究科・医学部Leiden University Medical Center12

ルーヴァン・カトリック大学
（KU ルーヴァン）文学部 多文化社会学部13

パリ東＝クレテイユ大学 多文化社会学部University Paris-Est Créteil14

ルンド大学工学部 水産・環境科学総合研究科Faculty of Engineering, Lund University 15

16 アラブ首長国連邦大学医学部 医学部

中華人民共和国

タイ王国

イタリア共和国

英国

シンガポール
共和国

フランス共和国

アラブ首長国連邦

スウェーデン王国

アメリカ合衆国

ドイツ連邦
共和国

オランダ王国

ベルギー王国

.. ..

Faculty of Arts & Philosophy, Faculty of 
Economics & Business Administration, Faculty 
of Bioscience Engineering, Ghent University

Ecole Nationale Supérieure de Chimie de 
Mulhouse Université de Haute-Alsace

School of Medicine, Shanghai Jiao Tong 
University 

National University of Singapore, Yong 
Loo Lin School of Medicine

Institute of International Health, Michigan 
State University

Kazakh National Medical University 
Named After S.D. Asfendiyarov

University of Trento, Department of 
Psychology and Cognitive Science

Julius-Maximilians-Universitat Wurzburg 
Medical Faculty/Graduate Schools 
Graduate School of Life Sciences

School of Social Sciences, University of 
Mannheim

Faculty of Arts, University of Leuven (KU 
Leuven)

College of medicine and health Sciences, 
United Arab Emirates University

University of the Highlands and Islands, 
Perth College 

Norwegian University of Science and 
Technology

.. ..

University of Trento
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お役立ち情報 「トビタテ！留学 JAPAN日本代表プログラム」は、2014 年からスター
トした官民協働で取り組む海外留学支援制度です。2020 年までの 7 年
間で約 1万人の高校生、大学生を「トビタテ！留学 JAPAN日本代表プ
ログラム」の派遣留学生として送り出す計画です。派遣される学生には、
返済不要の奨学金（奨学金・留学準備金・授業料）が提供されます。

3

* この情報はトビタテ留学 JAPAN日本代表プログラムのホームページ
及び広報パンフレットの中から抜粋しています。

トビタテ！留学 JAPAN 日本代表プログラムの特徴

1 多様な活動を支援

2 留学プランを自分で設計　

3 留学事前事後研修が充実

4 グローバル人材育成コミュニティ

5 手厚い支援

学生が自ら定めた明確な目標実現のために「実践活動」が含まれる留学計画を
28 日間から 2年以内で自由に組み立てることができます。

交換留学など単位取得を前提としたアカデミックな留学
だけでなく、インターンシップやボランティア、フィール
ドワークなど、学校に行かない多様な活動を支援します。

将来の日本に求められる資質や能力を伸ばすため、各界のリーダーによる指導
が受けられます。派遣学生はいずれかの日程で必ず参加しなければなりません。

全国から選ばれた歴代派遣留学生や支援企業の方々と交流する機会のある「ト
ビタテ！留学 JAPAN」独自のコミュニティに参加できます。

手厚い奨学金 (月額 6～ 16 万円 )、留学準備金 (15 ～ 25 万円 )、授業料 (30 ～
60 万円 ) が給付されます。返済の必要はありません。

長崎大学に在学している皆さんは下記のコースの中から
自分の留学計画に相応しいと思われるコースを選んで応募できます。

http://www.tobitate.mext.go.jp/index.html

応募について

各コースの詳しい内容については、「トビタテ！留学 JAPAN」のサイトをご覧ください。

理系、複合・融合系コース
新興国コース
世界トップレベル大学等コース
多様性人材コース

募集案内

オンライン申請ページで「学校へ申請」

（各学部・研究科及び国際教育リエゾン機構事務室の
掲示板、国際教育リエゾン機構HP）

（印刷した計画書を各学部・研究科学務に提出）

書面審査

面接審査

事前研修

留　学

事後研修

（一次審査 トビタテ！事務局）

（二次審査 トビタテ！事務局）

（関東 /関西）

（関東 /関西）

申請から留学までの流れ
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回、教養教育を担当する英語母語話者の
先生 2 名、日本人の先生 2 名で指導に

あたります。初心者でも大歓迎。毎回グループ分
けを行い、中上級者用テーブルと初心者用テーブ
ルに分かれ、初心者は日本人の先生と一緒に英会
話が学べます。中上級者用のテーブルには、留学
生も参加することがあります。いろんな国々の留
学生と英語を通して、いろんなトピックについて
話ができます。それぞれの出身国の訛りが入った
英語に戸惑いながら、自然とそうした発音にも慣
れ、聞き取れるようになっている自分に気がつく
と思います。

＊広報パンフレットは国際教育リエゾン機構事務室及び各学部・研究科の学務課にあります。

海外大学、大学院等への進学は
支援の対象になりますか？

日本の大学等に在籍していることが応募要件
のため、対象外となります。

奨学金の額は？
返済の必要はありますか？

金額は渡航先により異なります。
返済不要の給付型です。
・奨学金：月額6万円～16万円
・留学準備金：15万円～25万円
・授業料：1年以内は30万円、2年以内は60万円

Q&A English Café

Q.2
今後の募集予定は？

毎年 2 回募集予定です。募集時期になった
ら各学部・研究科の掲示板に掲示をします。
選抜されるまで再挑戦が可能です。

Q.4

審査基準は？学業成績、語学力
は問われますか？

留学の「計画」と「人物」を書面と面接で審査
します。成績や語学力等の基準は設けず、各自
の留学計画の実現に必要なレベルがあるかど
うかを審査します。

Q.3Q.1
English Café は、教養教育の一環として、英会話を気軽に練習できるような場
を提供してほしいという声に応える形で、毎週 1回木曜 5限目に、交流プラザで
実施しています。

問い合わせ先

国際教育リエゾン機構事務室（グローバル教育・学生支援棟2F）
Email  ryugaku@ml.nagasaki-u.ac.jp 会話のテーマは、毎回、自由。自己紹介、

日常的なトピック、次の段階では日本の
英語教育、海外の魅力、環境問題、原子力政策
等々、長崎大学のそれぞれの学部の特色を活か
したディスカッションが可能です。毎回参加し
人前で英語を話すことで、少しずつ扱ったテー
マが頭に入っていきます。そうやって、英語で話
せる範囲を拡げていくのです。

毎

英

去 4年半続けて来た English Café からは、「ナガサキ・ユース代表団」のメンバー
として国際会議に参加したり、言語教育研究センターが主催する「外国語プレゼ

ンテーション・コンテスト」に入賞する等、英語力を増進させる目標をしっかり持って参
加する人材を輩出してきました。

学生の皆さんの参加をお待ちしています。

過
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Links 留学関連リンク集

①全般的な情報

■ 独立行政法人日本学生支援機構
（JASSO）「海外留学情報ページ」

②奨学金・ローン

③海外安全・生活情報

語学検定の案内

中国政府が公認する中国語検定です。HSKは、初級レベルの 1級から上
級レベルの 6級まであります。テストは、聞き取り、読解、記述の 3つで
構成されています。詳しくは、以下のホームページより確認してくださ
い。

韓国政府公認の韓国語検定です。S-TOPIKは、初級（1級、2級）、中級（3級、
4級）、高級（5級、6級）に分けられます。テストは、語彙・文法、書き取り
（作文あり）、聞き取り、読解の 4つで構成されています。詳しくは、以下
のホームページより確認してください。

http://ryugaku.jasso.go.jp/

http://www.mofa.go.jp/mofaj/link/emblist

http://www.mofa.go.jp/mofaj/link/zaigai

■ 外務省「駐日外国公館」

■ 外務省「在外公館」

■ 独立行政法人日本学生支援機構（JASSO）
「海外留学奨学金パンフレット」 http://ryugaku.jasso.go.jp/publication/pamphlet/

■ 外務省「海外安全ホームページ」 http://www.anzen.mofa.go.jp

■ 厚生労働省検疫所「FORTH 海外で健康に過ごすために」 http://www.forth.go.jp

http://www.jica.go.jp/regions/seikatsu
■ 独立行政法人国際協力機構（JICA）
「世界の様子（国別生活情報）」

英語

中国語

韓国語

ドイツ語

フランス語

英語圏の国の高等教育機関への留学希望者を対象にし
たテストです。大学レベルの英語を使用および理解す
る能力を測定します。日本では、iBT (Internet-based 
Test) が実施されています。テストは、リスニング、
リーディング、スピーキング、ライティングの 4つで構
成されており、各スキルを組み合わせて、学術的な課題
を遂行する能力も評価します。各種政府機関、奨学金プ
ログラムなどでもこのスコアが利用されています。
詳しくは、以下のホームページより確認してください。

英語圏（主に英国、カナダ、オーストラリア、ニュー
ジーランド）の国の高等教育機関への留学希望者を対
象にしたテストです。留学希望者は、アカデミック・
モジュールを受験します。テストは、リスニング、リー
ディング、ライティング、スピーキングの４つで構成
されています。
詳しくは、以下のホームページより確認してください。

■ ETS (Educational Testing Service) 
http://www.ets.org/jp/toefl

■ （財）日本英語検定協会 IELTS 事務局

Test of Englishas a
Foreign Language

http://www.eiken.or.jp/ielts

■ HSK日本実施委員会
http://www.hskj.jp

International English
Language Testing System

漢語水平考試

S-TOPIK
（一般韓国語能力試験）

■ 韓国教育財団

■ 東京ドイツ文化センター 

http://www.kref.or.jp/korea_kentei

http://www.goethe.de/ins/jp/ja/sta/tok.html

ドイツの大学への留学希望者を対象にしたテストです。テストは、読解、
聞き取り、筆記、口頭の 4つで構成されています。詳しくは、以下のホー
ムページより確認してください。

フランス国民教育省（文部省）認定のフランス語検定です。6段階のレベルがあり、
テストは、聴解、読解、文書作成、口頭表現の 4つで構成されています。詳細につい
ては、以下のホームページより確認してください。

総合的なフランス語のレベルを測るテストです。必須試験として、聴解、語彙、文法、
読解があり、補足試験として、口頭表現と文書作成があります。詳細については、以
下のホームページより確認してください。

TestDaF

http://www.delfdalf.jp
■ アンスティチュ・フランセ関西－大阪DELF・DALF 試験管理センター

■ DELF・DALF

■ TCF

55 56




