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国際連携推進機構からのメッセージ

新聞やニュースで “国際化”、あるいは “グローバル化” という言葉を見聞きすることが、最近

少し減ったような気がします。これは、グローバル化の勢いが低下したからというよりは、今

日の社会で起きるあらゆることの背景にグローバル化の流れがあり、グローバル化ということ

がごく当たり前になってきたからだと解釈するべきでしょう。

これからの世の中では、多様な価値観が混在するグローバルな状況で実力を発揮することので

きる人が、これまでにも増して必要とされます。

静岡大学では、そのような世の中へと巣立っていく皆さんに対して、在学中にグローバルな環

境で学ぶ海外留学の機会を様々な形で提供しています。大学で過ごす二十歳前後の数年間は、

異なる価値観に触れ、多くのことを経験し、広範にわたる知識を身に着ける絶好の時期です。

とはいえ、留学は楽しいことばかりではないことも事実です。しかし、住み慣れた土地を敢え

て飛び出し、広い世界に目を向けることは、皆さんの今後の人生をより豊かなものとしてくれ

ることでしょう。

世界地図を見てみましょう。21世紀を生きる皆さんにとって、活躍の舞台は世界です。その世

界を、一日でも早く見てみたいと思いませんか。まず一歩踏み出すこと。それが皆さんの将来

の可能性を広げてくれます。
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第一章第一章
留学を実現させるために留学を実現させるために
1　静岡大学の留学プログラム
まずは、静岡大学にどのような形の留学プログラムがあるのか、自分の目的に合った留学は何かを
知る必要があります。例えば、次のような動機で留学を考える人には、それぞれの目的に合ったプ
ログラムが用意されています。一つ一つのプログラムの違いをしっかり理解することが大切です。

大学間交流協定に基づく交換留学 半年～1年間 自分の専門を海外の大学で深
めたい、海外の協定校で授業
を受けてみたい

P.	7へ

ILUNO
（アメリカ語学留学）

8週間～16週間 とにかく英語を学びたい P.	18へ

VSCP
（カナダ語学留学＋専門科目履修）

半年～1年間 英語を勉強してから大学の授
業もとりたい

P.	20へ

短期留学（夏季・春季） 3週間～4週間 夏休み・春休み期間中、2～
3週間くらい語学学習・異文
化体験をしたい

P.	22へ

ダブルディグリープログラム 2年～3年 静大と海外の大学院で博士の
学位を取りたい

P.	26へ
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情 報 収 集 卒業までのスケジューリング 学 業 成 績

P.	2～4を参考に、留学の実
現に向けて、静岡大学が提供
する留学プログラムや留学を
希望する国・大学などの情報
を集めましょう。

中長期の留学で休学した場合、
留学期間は在学期間には含ま
れません。そのため卒業後の
進路（就職・大学院進学）を
見据えた長期プランを立てる
ことが必要です。指導教員と
相談して単位取得計画を十分
検討してください。

交換留学やILUNOの学内選
考では学業成績を重要な選考
基準としています。普段から
の学業が重視されています。

語 学 学 習 留学資金の確保と家族の理解

TOEFL対策は早めにしましょ
う。英語圏以外の留学先の言
語も早めに勉強を始めましょ
う。留学先で充実した日常生
活を送れるかどうかは、あな
たの語学力次第です。

交換留学やILUNOの授業料
免除で留学する場合でも、住
居費、食費、教材費等まとまっ
た費用がかかります。ご家族
に留学の意思を伝え、理解を
得ることも重要です。

2　留学を実現させるために重要なこと

3　情報収集する
留学をする意志・目標が決まったら情報収集しましょう。国際連携推進機構では情報収集の仕方に
ついてアドバイスも行っています。

●海外留学フェア・関連説明会に参加する

海外留学フェア（4月・10月）
フェアは二部構成で、一部では静岡大学が提供する留学プログラムの概要を紹介します。二部では
留学経験者から直接話を聞くことができます。また、個別に留学カウンセリングを受けることもで
きます。「留学について一から知りたい」「留学実現に向けて情報を収集したい」という人はぜひ参加
してください。

VSCP説明会（5月・11月）／ILUNO説明会（7月）／春季短期留学説明会（10月）
海外留学フェアよりも詳しく各留学プログラムについて説明します。
（プログラム内容・日程や費用、申し込みから留学までに必要な手続きなど）

交換留学成果発表会（12月）
前年度交換留学生として大学間交流協定校に派遣された学生が、留学生活の振り返りを発表します。
直接留学経験者から、留学の動機（交換留学、留学する大学を決めた理由）や現地での生活（授業・
住居・休日の過ごし方など）、そして留学の成果や今後の目標について聞くことができる機会ですの
で、ぜひ参加してください。
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●窓口で相談する
留学相談窓口として、国際交流課では随時、留学相談を受け付けています。また、下記の国際連携
推進機構教員もオフィスアワーに留学相談を行っています。教員への相談は事前に連絡をして、予
約をとってください。

【国際交流課】
静岡キャンパス　共通教育A棟4階
TEL：054-238-4457　Email：outbound@adb.shizuoka.ac.jp
受付時間：月～金曜日　8:30～17:15

【国際連携推進機構教員】
キャンパス 教　員 オフィスアワー 研究室・問い合わせ先 相　談　内　容

静岡

熊井 浩子
（アルバータ大
学連絡教員）

火曜日
12:45～14:15

共通教育A棟 504
054-238-4999
kumai.hiroko@shizuoka.ac.jp

留学全般
アルバータ大学・VSCP

松田 紀子 火曜日
10:30～12:30

共通教育A棟 420
054-238-4966
matsuda.noriko@shizuoka.ac.jp

留学全般
特にヨーロッパ

案野 香子
（朝鮮大学校連
絡教員）

金曜日
15:00～16:30

共通教育A棟 503
054-238-4504
anno.kyoko@shizuoka.ac.jp

留学全般
朝鮮大学校および中国

比留間 洋一 水曜日
12:45～14:15

共通教育A棟 402-1
054-238-3461
hiruma.yohichi@shizuoka.ac.jp

ABP海外研修
東南アジア
（特にベトナム）

渡部 真理子 月曜日
14:30～16:30

共通教育A棟 402-2
054-238-4052
watanabe.mariko@shizuoka.ac.jp

留学全般

浜松

袴田 麻里 水曜日
13:00～15:00

工学部7号館 305
053-478-1675
hakamata.mari@shizuoka.ac.jp

留学全般

ライアン 優子 月曜日
12:45～14:15

工学部7号館 304
053-478-1672
ryan.yuko@shizuoka.ac.jp

留学全般

藤巻 義博 都度対応 工学部7号館 109
053-478-1638
fujimaki.yoshihiro@shizuoka.ac.jp

ABP海外研修

久部 和彦 水曜日
14:30～16:00

工学部7号館 109
053-478-1638
hisabe.kazuhiko@shizuoka.ac.jp

留学全般

佐川 祥予 都度対応 工学部7号館 308
053-478-1636
sagawa.sachiyo@shizuoka.ac.jp

留学全般
特にタイ
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●その他
留学についてのブログ、まとめサイト、民間の留学ガイドサイト等からではなく、交換留学先のホー
ムページや大使館からの発信元から正確な情報を得るようにしましょう。

海外留学フェア・関連説明会や募集の最新情報や留学体験談などは、国際連携推進機構HPに随時
掲載しますので確認してください。

静岡大学の留学プログラ
ムについて

静岡大学国際連携推進機構、国際交流課

海外安全渡航情報 外務省渡航関連情報

留学先の詳細 協定校の公式ウェブサイト、最新のパンフレットなど

現地生活 大使館、各国政府観光局、友好団体

語学能力試験 各種能力試験実施機関

留学経験談 留学状況報告書（国際交流課）、海外留学フェアへの参加、留学経験者
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4　留学を目標にプランを立てる
●留学プログラムのスケジュールを理解しましょう。
留学の準備を始めるためには留学プログラムのスケジュールを理解する必要があります。下記は、
プログラムの募集から留学開始までのスケジュールです。プログラムの内容とともによく理解して
ください。

募集期間 留学期間

※2次募集、3次募集は定員に満たなかった協定校のみ

募集期間 授業料免除選考

※授業料自己負担での参加も可能

所属研究室と相手大学と適宜相談

年4回の受入時期（5月・7月・9月・1月）の6か月前までに申込

募集期間 留学期間

留学先スケジュールに
合わせて留学開始

一次募集

二次募集

三次募集

面接

面接

面接

留学先スケジュールに
合わせて留学開始
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5　外国籍学生・留学生の留学
外国籍の学生・留学生も留学プログラムに応募できます。ただし、ビザや奨学金の関係で応募でき
ない場合もありますので、申し込む前に必ず国際連携推進機構に問い合わせてください。

●留学までのスケジュールを立てましょう。
留学までのスケジュールを立てましょう。下記は交換留学の場合の例です。情報収集や語学試験の
対策をするところから、長期的な計画を立ててください。

1年半前 ①情報収集・留学意思の決定

↓ 留学先・国・現地情報・留学期間・目的など

1年前 ②TOEFL受験や語学対策、留学資金確保、指導教員との相談

↓ 必要語学要件・資金・ゼミ・実験・卒論・就職活動への影響など

11月末 ③交換留学に応募・学内選考

↓ 応募締め切り・応募条件・選考基準など

翌1月 ④留学先への入学許可申請

↓ 必要書類・留学資金の確保・奨学金申請など

3月～ ⑤パスポート・ビザ等の渡航準備

↓ パスポートの取得・ビザ申請・航空券の手配・荷物の準備など

8月～ ⑥留学先のスケジュールに合わせて出発！！
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第二章第二章
海外留学プログラム海外留学プログラム
1　大学間交流協定に基づく交換留学
留学先で自分の専門、または興味のある分野を学ぶ
留学先の授業料は免除
留学先で取得した単位の認定が可能

●交換留学とは �
静岡大学が海外の大学と締結した協定の中の「学生交流の覚書」に基づいて、学生を派遣する制度
です。協定には大学間交流協定と部局間交流協定の2種類あります。
・大学間交流協定…全部局の学生が対象。国際連携推進機構で手続きを行う。
・部局間交流協定…協定締結した部局の学生が対象。当該部局で手続きを行う。
ここでは、大学間交流協定に基づく交換留学を紹介します。部局間交流協定に基づく交換留学は所
属部局に問い合わせてください。

●留学先 �
大学間交流協定で学生交流の覚え書きを締結している主な大学です。
最新情報は国際連携推進機構HPを確認してください。

ラトビアラトビア
リガ工科大学リガ工科大学
フランスフランス
ロレーヌ大学ロレーヌ大学
トロワ工科大学トロワ工科大学
ポーランドポーランド
ワルシャワ工科大学ワルシャワ工科大学
チェコチェコ
マサリク大学マサリク大学
スロバキアスロバキア
コメニウス大学コメニウス大学
ルーマニアルーマニア
A.I.	クザ大学A.I.	クザ大学
ヤシ農業科学獣医科大学ヤシ農業科学獣医科大学
ブルガリアブルガリア
ソフィア大学ソフィア大学
ウクライナウクライナ
キエフ国立大学キエフ国立大学
ウクライナ国立技術大学ウクライナ国立技術大学
ロシアロシア
サンクトペテルブルグ国立工業大学サンクトペテルブルグ国立工業大学
リトアニアリトアニア
カウナス工科大学カウナス工科大学
モルドバモルドバ
モルドバ国立大学モルドバ国立大学
ドイツドイツ
ヴッパタール大学ヴッパタール大学
イエナ応用科学大学イエナ応用科学大学
ブラウンシュバイク工科大学ブラウンシュバイク工科大学
ハンガリーハンガリー
ブダペスト工科経済大学ブダペスト工科経済大学
オブダ大学オブダ大学

インドネシアインドネシア
ガジャマダ大学ガジャマダ大学
インドネシア教育大学インドネシア教育大学
インドネシア大学インドネシア大学
バンドン工科大学バンドン工科大学
マラヤ大学マラヤ大学
インドインド
アンナ大学アンナ大学
スリ・ラマサミー・メモリアル大学スリ・ラマサミー・メモリアル大学
インド工科大学ハイデラバード校インド工科大学ハイデラバード校
マレーシアマレーシア
マレーシア工科大学マレーシア工科大学
テイラーズ大学テイラーズ大学
マレーシアプトラ大学マレーシアプトラ大学
トゥン・フセイン・オン・マレーシア大学トゥン・フセイン・オン・マレーシア大学
マラヤ大学マラヤ大学
タイタイ
カセサート大学カセサート大学
タマサート大学タマサート大学
キングモンクット工科大学トンブリ校、ラカバン校キングモンクット工科大学トンブリ校、ラカバン校
チェンマイ大学チェンマイ大学
シーナカリンウィロート大学シーナカリンウィロート大学

韓国韓国
朝鮮大学校朝鮮大学校
釜山大学校釜山大学校
嶺南大学校嶺南大学校
慶北大学校慶北大学校
忠南大学校忠南大学校
中国中国
浙江大学浙江大学
華中科技大学華中科技大学
南京大学南京大学
ベトナムベトナム
フエ大学フエ大学
ハノイ国家大学外国語大学ハノイ国家大学外国語大学
スリランカスリランカ
ペラデニア大学ペラデニア大学
台湾台湾
台北科技大学台北科技大学
フィリピンフィリピン
マリアノ・マルコス州立大学マリアノ・マルコス州立大学

カナダカナダ
アルバータ大学アルバータ大学
アメリカアメリカ
ネブラスカ大学オマハ校ネブラスカ大学オマハ校

ヨーロッパの協定校 ア ジ ア の 協 定 校 北米の協定校
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●応募資格 �
本学の学部生または大学院生のうち、学業成績が優れ、健康でかつ学習意欲のある者。
・応募時点で累積GPA値が2.0以上。
・交換留学のための語学能力の基準を満たすこと。
最低でも、勉学生活が可能な現地語能力、またはTOEFL	iBT42点、TOEFL	ITP440点、TOEIC	
L&R/S&W1150点、TOEIC	L&R	550点、英検準1級、IELTS4.0以上のいずれかの英語能力（CEFR	
B1以上に相当）が必要です。

●留学期間 �
半年以上1年以内
留学先のスケジュールに合わせて、翌年8月～翌々年4月に留学開始

●申し込みから留学までの流れ �

第一次募集
例年7月から10月にかけて翌年度留学派遣学生の募集を行います。国際交流課・各部局の掲示板と
国際連携推進機構HPで募集開始をお知らせしますので、内容を確認の上、希望者は各部局または
国際交流課で募集要項を入手してください。
10月に募集を締め切り、書類及び面接により派遣学生の選考を行います。
派遣学生宛に留学先の大学から入学許可書が届きます。その後、ビザ取得や寮の申し込み等の手続
きを各自で進めて、留学先のスケジュールに合わせて留学開始となります。
第二次・第三次募集
第一次募集で協定学生数（授業料免除対象人数）に満たなかった場合、11月から12月にかけて第
二次募集を行います。更に、第二次募集で協定学生数に満たなかった場合、1月から2月にかけて
第三次募集を行います。

●単位認定・互換 �
単位認定
交換留学を修了すると、以下の条件を満たした場合、全学教育科目「海外交換留学プログラムⅠ」
「海外交換留学プログラムⅡ」の認定を受けることができます。留学期間が半期の場合はいずれかの
1科目（2単位）、通年の場合は2科目（4単位）です。
①留学期間中の報告書の提出
②最終報告書の提出
③帰国後の成果発表会の参加
単位互換
留学先で取得した単位は、内容やレベル、時間数などが静岡大学で開講されている科目と同等である
と認められた場合、静岡大学の全学教育科目または専門科目の単位として認定することができます。

一次募集
スケジュールに

合わせて
留学開始

二次募集

三次募集

面接

面接

面接

※2次募集、3次募集は定員に満たなかった協定校のみ
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U R L
http://www.unomaha.edu/
所在地
アメリカ合衆国 ネブラスカ州オマハ
語学条件
TOEFL	iBT61、TOEFL	ITP	500以上
（大学院はTOEFL	iBT80、TOEFL	ITP	550以上）
学　部
Agricultural	Sciences	and	Natural	Resources
Architecture
Arts	and	Sciences
Business	Administration
Communication
Education
学　期
Fall	8月下旬～12月下旬
Spring	1月上旬～5月上旬
授業関連情報
1セメスターにつき最低12単位登録
（12単位以上履修を希望の場合は授業料が発生）

ビザ・滞在許可証情報
J1	Visaをアメリカ大使館で申請
費用の一例（10カ月/円換算）

①ネブラスカ大学オマハ校 University�of�Nebraska�at�Omaha

●協定校情報 �
学生派遣実績のある主な協定校情報を紹介します。ここにない協定校については国際交流課に問い
合わせてください。留学体験談は国際連携推進機構HPに掲載していますので、そちらもご覧くだ
さい。

番号 国 機　関　名

① アメリカ ネブラスカ大学オマハ校

② カナダ アルバータ大学

③ 韓国 朝鮮大学校

④ 韓国 慶北大学校

⑤ 中国 浙江大学

⑥ 台湾 国立台北科技大学

⑦ マレーシア テイラーズ大学

⑧ インドネシア ガジャマダ大学

⑨ タイ タマサート大学

番号 国 機　関　名

⑩ ドイツ ヴッパタール大学

⑪ ドイツ ブラウンシュバイク工科大学

⑫ ハンガリー オブダ大学

⑬ チェコ マサリク大学

⑭ スロバキア コメニウス大学

⑮ ルーマニア アレクサンドル・イワン・クザ大学

⑯ ブルガリア ソフィア大学

⑰ ラトビア リガ工科大学

往復の航空運賃 200,000
教科書・授業諸費用 50,000
食費（30,000×10） 300,000
住居費（7,500×10） 750,000
通信費（4,000×10） 40,000
通信費（4,000×10） 40,000
現地保険料（30,000×10） 300,000
現地交通費（5,000×10） 50,000

合計 ¥1,730,000

※記載されている情報は2020年2月時点のものです。協定校側の都合により変更になる場合があ
ります。
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学　期
Spring	3月上旬～6月中旬
Fall	9月上旬～12月中旬
授業関連情報
午前中は韓国語会話および文法の授業を希望すれば受けら
れる。
ビザ・滞在許可証情報
D-2ビザを韓国領事館（住民票の場所によって管轄が異な
る）で申請
費用の一例（10カ月/円換算）

ビザ・滞在許可証情報
カナダビザ申請センターにて就学許可証を申請
費用の一例（10カ月/円換算）

U R L
https://www3.chosun.ac.kr/eng/index.do
所在地
韓国 光州広域市
語学条件
勉学生活が可能な現地語能力、またはCEFR	B1以上に相当
する英語能力（TOEFL	iBT42、TOEFL	ITP440、TOEIC	
L&R/TOEIC	S&W11150、TOEIC	L&R	550、英検準1
級、IELTS4.0以上）
学　部
General	Education
Humanities
Natural	Sciences
Law
Social	Sciences
Business
Engineering
IT	Convergence
Education
Foreign	Studies
Physical	Education
Medicine
Dentistry
Pharmacy
Fine	Arts
Health	Sciences
Future	Society	Convergence

③朝鮮大学校 Chosun�University

U R L
http://www.ualberta.ca/
所在地
カナダ アルバータ州エドモントン
語学条件
TOEFL	iBT90（各セクション21以上）
IELTS6.5（各セクション5.5以上）以上
学　部
Agricultural,	Life	&	Environmental	Sciences
Arts
Liberal	Arts
Business
Education
Engineering
Law
Native	Studies
Nursing
Medicine	&	Dentistry
Pharmacy	&	Pharmaceutical	Sciences
Physical	Education	&	Recreation
French	Language	Faculty
Science
学　期
Fall	8月下旬～12月下旬
Spring	1月上旬～5月上旬
授業関連情報
1ターム最低3コース（9単位）履修

②アルバータ大学 University�of�Alberta

往復の航空運賃 230,000
教科書・授業諸費用 45,000
食費（40,000×10） 400,000
住居費（50,000×10） 500,000
現地健康保険料 10,000

合計 ¥1,185,000

往復の航空運賃 30,000
教科書・授業諸費用 20,000
食費（40,000×10） 400,000
住居費（25,000×10） 250,000
通信費（700×10） 7,000
現地交通費（2,000×10） 20,000

合計 ¥727,000
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授業関連情報
語学留学生の受講科目：精読、閲読、口語、聴力授業数は
1日平均2コマ、週10コマ（1日2種類ずつ受ける）
英語で開講されている科目の履修やある程度中国語ができ
るようであれば、学部の科目履修も可能
ビザ・滞在許可証情報
留学ビザ（長期：X1）中国大使館にて申請。6カ月以上留
学する人は、国公立の病院で健康診断を受ける必要あり。
費用の一例（10カ月/円換算）

学　期
Spring	3月上旬～6月中旬
Fall	9月上旬～12月中旬
授業関連情報
交換留学生は、KNU	International	Education	Programで、
英語で開講されている韓国語と専門科目を受講する。
ビザ・滞在許可証情報
D-2ビザを韓国領事館（住民票の場所によって管轄が異な
る）で申請
費用の一例（10カ月/円換算）

U R L
http://www.zju.edu.cn/english/
所在地
中国 浙江省杭州市
語学条件
勉学生活が可能な現地語能力、またはCEFR	B1以上に相当
する英語能力（TOEFL	iBT42、TOEFL	ITP440、TOEIC	
L&R/TOEIC	S&W11150、TOEIC	L&R	550、英検準1
級、IELTS4.0以上）
※中国語で開講される科目を履修希望する場合は要相談。
学　部
Arts	and	Humanities
Social	Sciences
Science
Engineering
Information	Technology
Agriculture,	Life	and	Environment
Medicine
Chinese	Language	for	International	Students
学　期
Summer	4月～7月
Autumn	9月～11月
Winter	11月～1月
Spring	2月～4月

⑤浙江大学 Zhejiang�University

U R L
https://en.knu.ac.kr/main/main.htm
所在地
韓国 大邱広域市
語学条件
勉学生活が可能な現地語能力、またはCEFR	B1以上に相当
する英語能力（TOEFL	iBT42、TOEFL	ITP440、TOEIC	
L&R/TOEIC	S&W11150、TOEIC	L&R	550、英検準1
級、IELTS4.0以上）
学　部
Humanities
Natural	Sciences
Engineering
Agriculture	and	Life	Sciences
Teachers'	College
Dentistry
Human	Ecology
Pharmacy
Science	and	Technology
Social	Sciences
Economics	&	Business	Administration
IT	Engineering
Music	and	Arts
Medicine
Veterinary	Medicine
Nursing
Ecology	and	Environmental	Science

④慶北大学校 Kyungpook�National�University

往復の航空運賃 60,000
教科書・授業諸費用 15,000
食費（30,000×10） 300,000
住居費（15,000×10） 150,000
通信費（1650×10） 16,500
現地交通費（2,000×10） 20,000

合計 ¥561,500

往復の航空運賃 70,000
教科書・授業諸費用 4,000
食費（15,000×10） 150,000
住居費（8,000×10） 80,000

合計 ¥304,000
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ビザ・滞在許可証情報
シングルエントリービザをマレーシア大使館で申請
費用の一例（10カ月/円換算）

U R L
https://university.taylors.edu.my/en.html
所在地
マレーシア スバンジャヤ
語学条件
TOEFL	iBT78、IELTS6.0以上
またはそれに相当する英語能力
学　部
Architecture,	Building	and	Design
Engineering
Computing	&	IT
Business
Law
Medicine
Pharmacy
Biosciences
Hospitality,	Tourism	&	Events
Food	Studies	&	Gastronomy
Media	and	Communication
Liberal	Arts	and	Sciences
Education
学　期
Spring	3月～7月
Fall	8月～12月
授業関連情報
英語で開講されている科目が多くあるので、関心分野の科
目受講が可能

⑦テイラーズ大学 Taylor's�University

ビザ・滞在許可証情報
半年以下の場合「停留ビザ」、半年以上の場合「居留ビザ」
を台北駐日経済文化代表処で申請
費用の一例（10カ月/円換算）

U R L
https://www-en.ntut.edu.tw/
所在地
台湾 台北市
語学条件
勉学生活が可能な現地語能力、またはCEFR	B1以上に相当
する英語能力（TOEFL	iBT42、TOEFL	ITP440、TOEIC	
L&R/TOEIC	S&W11150、TOEIC	L&R	550、英検準1
級、IELTS4.0以上）
学　部
Mechanical	&	Electrical	Engineering
Electrical	Engineering	&	Computer	Science
Engineering
Management
Design
Humanities	&	Social	Science
学　期
Fall	8月～1月
Spring	2月～7月
授業関連情報
英語で開講されている科目履修に加え、留学生用の中国語
の授業を受講できる

⑥国立台北科技大学 National�Taipei�University�of�Technology

往復の航空運賃 40,000
教科書・授業諸費用 5,400
食費（36,000×10） 360,000
住居費（1学期45,000円×2） 90,000
通信費（1400×10） 14,000
現地保険料 8,142
現地交通費（4,600×10） 46,000

合計 ¥563,542

往復の航空運賃 50,000
教科書・授業諸費用 1,500
食費（20,000×10） 200,000
住居費（35,000×10） 350,000
通信費（780×10） 7,800
現地保険料 10,500
現地交通費（5,000×10） 50000
その他（ビザ申請費用） 5,000

合計 ¥674,800
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学　期
1st	Semester	8月～12月
2nd	Semester	1月～5月
授業関連情報
54のインターナショナルプログラムがあり、その多くは
Tha-Prachan	Campusにある。学部生は少なくとも1学期
に9単位（3クラス）、大学院生は6単位（2クラス）取得
ビザ・滞在許可証情報
タイ大使館にて各自学生ビザを取得
タイ入国管理局にてビザ延長の手続きが必要
費用の一例（10カ月/円換算）

U R L
https://tu.ac.th/en
所在地
タイ バンコク プラナコーン区
語学条件
学部・学科によって異なるが、最低でもTOEFL	iBT61以
上に英語能力が必要。
学　部
Law
Commerce	and	Accountancy
Political	Science
Economics
Social	Administration
Journalism	and	Mass	Communication
Sociology	and	Anthropology
Learning	Sciences	and	Education
Liberal	Arts
Fine	and	Applied	Arts
Science	and	Technology
Engineering
Architecture	and	Planning
Medicine
Dentistry
Allied	Health	Sciences
Nursing
Public	Health
Pharmacy

⑨タマサート大学 Thammasat�University

ビザ・滞在許可証情報
Student	Visaをインドネシア共和国総領事館で申請
費用の一例（10カ月/円換算）

U R L
https://ugm.ac.id/en
所在地
インドネシア ジョグジャカルタ
語学条件
TOEFL	iBT70、TOEFL	ITP550、IELTS5.5以上
学　部
Law
Economics	&	Business
Humanities
Psychology
Social	and	Political	Science
Administration
Math	&	Natural	Sciences
Engineering
Computer	Science
Medicine
Dentistry
Public	Health
Nursing
Pharmacy
学　期
Odd	Semester	7月～12月
Even	Semester	1月～6月
授業関連情報
Faculty	of	Cultural	Scienceが語学集中プログラム（通年）
「INCULS」を開講している。

⑧ガジャマダ大学 Gadjah�Mada�University

往復の航空運賃 160,000
教材費 44,000
食費 265,000
住居費 160,000
現地交通費 110,000
現地保険料 50,000

合計 ¥789,000

往復の航空運賃 100,000
食費（40,000×10） 400,000
住居費（40,000×10） 400,000
通信費（1,000×10） 10,000
現地健康保険料 16,000
現地交通費（2,000×10） 20,000

合計 ¥946,000
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ビザ・滞在許可証情報
ドイツ入国後に長期滞在手続きを行う。
・入国後1週間以内
移住地を管轄する住民登録局に住民届を提出する。
・入国後90日以内
滞在地の外国人局で滞在許可の申請をする。
費用の一例（10カ月/円換算）

U R L
https://www.tu-braunschweig.de/en/
所在地
ドイツ ニーダーザクセン州ブラウンシュバイク
語学条件
勉学生活が可能な現地語能力、またはCEFR	B1以上に相当
する英語能力（TOEFL	iBT42、TOEFL	ITP440、TOEIC	
L&R/TOEIC	S&W11150、TOEIC	L&R	550、英検準1
級、IELTS4.0以上）
学　部
Life	Sciences
Architecture,	Civil	Engineering	and	Environmental	Sciences
Mechanical	Engineering
Electrical	Engineering,	Information	Technology,	Physics
Humanities	and	Educational	Sciences
学　期
Winter	10月～2月
Summer	4月～7月
授業関連情報
・授業料は自己負担となるが、ドイツ語のサマークラスと
集中クラスの受講が可能。
・語学パートナーをつけることができる。

⑪ブラウンシュバイク工科大学 Technische�Universität�Braunschweig

ビザ・滞在許可証情報
ドイツ入国後に長期滞在手続きを行う。
・入国後1週間以内
移住地を管轄する住民登録局に住民届を提出する。
・入国後90日以内
滞在地の外国人局で滞在許可の申請をする。
費用の一例（10カ月/円換算）

U R L
https://www.uni-wuppertal.de/en/
所在地
ドイツ ノルトライン＝ベストファーレン州ヴッパタール
語学条件
ドイツ語で専門科目を履修する場合は独検3級、Start	
Deutsch	1	or	2以上
（大学院の英語で開講される科目を履修する場合はTOEFL	
iBT61以上）
学　部
Humanities
Business	and	Economic
Mathematics	and	Natural	Sciences
Architecture,	Civil	Engineering,	Mechanical
Engineering	and	Safety	Engineering
Electrical,	Information	and	Media	Engineering
Art	and	Design
Educational	and	Social	Sciences
Education
学　期
Winter	10月～2月
Summer	4月～7月
授業関連情報
以下のドイツ語コースはWinter	Semesterが10月～3月
上旬。
「German	as	Foreign	Language」
「German	for	Special	Purposes」
「German	Language	and	Cultural	Studies」

⑩ヴッパタール大学 University�of�Wuppertal

往復の航空運賃 160,000
教科書・授業諸費用 30,000
食費（10,000×10） 100,000
住居費・住居費（30,000×10） 300,000
現地健康保険料 10,000

合計 ¥600,000

航空運賃 200,000
教科書・授業諸費用 5,000
食費（50,000×10） 500,000
住居費（70,000×10） 700,000
現地健康保険料 10,000

合計 ¥1,415,000
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ビザ・滞在許可証情報
シングルエントリービザ（一回入国ビザ）をマレーシア大
使館で取得し、マレーシア入国後に現地移民局で学生ビザ
を申請
費用の一例（10カ月/円換算）

ビザ・滞在許可証情報
日本で長期ビザの手続きをし、ハンガリー入国後30日以
内に現地移民局で滞在許可証に切り替えをする。
費用の一例（10カ月/円換算）

U R L
https://czs.muni.cz/en/
所在地
チェコ 南モラビア州ブルノ
語学条件
TOEFL	iBT61、TOEIC	L&R	630、IELTS5.0以上
学　部
Law
Medicine
Science
Arts
Education
Economics	and	Administration
Informatics
Social	Studies
Sports	Studies
学　期
Autumn	9月～2月
Spring	2月～7月
授業関連情報
言語学（英語）、社会学、教育学、理数系、スポーツの授業
には、英語で行われるものが多数ある。留学生は学部関係
なく好きな授業を選択できるので、幅広い分野の授業を受
講できる。

⑬マサリク大学 Masaryk�University

U R L
https://www.uni-obuda.hu/en
所在地
ハンガリー ブタペスト
語学条件
TOEFL	iBT	65、IELTS5.0以上
（修士課程の科目履修はTOEFL	iBT70、IELTS5.5／博士課
程の科目履修はTOEFL	iBT	79、IELTS6.5以上）
学　部
Mechanical	and	Safety	Engineering
Electrical	Engineering
Business	and	Management
Informatics
Light	Industry	and	Environmental	Engineering
学　期
Fall	9月～12月
Spring	2月～5月
授業関連情報
英語での授業の履修に加え、ハンガリー語も学べる

⑫オブダ大学 Obuda�University

往復の航空運賃 150,000
食費（20,000×10） 200,000
住居費・通信費（40,000×10） 400,000
現地健康保険料 90,000
現地交通費 15,000

合計 ¥855,000

往復の航空運賃 160,000
食費（30,000×10） 300,000
住居費（20,000×10） 200,000
通信費（1,500×10） 15,000
現地健康保険料 20,000
現地交通費（1,500×10） 15,000

合計 ¥710,000
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学　期
1st	Semester	9月～2月
2nd	Semester	2月～6月
授業関連情報
Faculty	of	Lettersがルーマニア語・文化コースを開講して
いる。受講料は無料で、夕方開講されるのでアカデミック
クラスと同時に受講することも可能。
ビザ・滞在許可証情報
ルーマニア入国後2か月以内に滞在許可申請をする。
費用の一例（10カ月/円換算）

ビザ・滞在許可証情報
ワーキングホリデービザを申請
（留学ビザが存在しないため）
費用の一例（10カ月/円換算）

U R L
http://www.uaic.ro/en/
所在地
ルーマニア ヤシ
語学条件
勉学生活が可能な現地語能力、またはCEFR	B1以上に相当
する英語能力（TOEFL	iBT42、TOEFL	ITP440、TOEIC	
L&R/TOEIC	S&W11150、TOEIC	L&R	550、英検準1
級、IELTS4.0以上）
学　部
Biology
Chemistry
Computer	Science
Economics	and
Business	Administration
Geography	and	Geology
History
Law
Letters
Mathematics
Orthodox	Theology
Philosophy	and	Social-Political	Sciences
Physical	Education	and	Sports
Physics
Phycology	and	Education	Sciences
Roman-Catholic	Theology
Center	for	European	Studies

⑮アレクサンドル・イワン・クザ大学 Alexandru�Ioan�Cuza�University

U R L
https://uniba.sk/en/
所在地
スロバキア ブラチスラバ
語学条件
勉学生活が可能な現地語能力、またはCEFR	B1以上に相当
する英語能力（TOEFL	iBT42、TOEFL	ITP440、TOEIC	
L&R/TOEIC	S&W11150、TOEIC	L&R	550、英検準1
級、IELTS4.0以上）
学　部
Medicine
Law
Arts
Natural	Sciences	
Education
Pharmacy
Physical	Education	and	Sports
Mathematics,	Physics	and	Informatics
Management
Social	and	Economic	Sciences
学　期
Winter	9月～2月
Summer	2月～6月
授業関連情報
交換留学生向けのスラブ語コースは、Winter	termが9月
～1月、Summer	termが2月～6月。

⑭コメニウス大学 Comenius�University

往復の航空運賃 150,000
教科書・授業諸費用 1,000
食費（20,000×10） 200,000
住居費（8,700×10） 87,000
通信費（1,200×10） 12,000
現地交通費（1,500×10） 15,000

合計 ¥465,000

往復の航空運賃 150,000
食費（15,000×10） 150,000
住居費（10,000×10） 100,000
通信費（700×10） 7,000
その他（ビザ申請費用） 20,000

合計 ¥427,000
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学　期
Autumn	9月～1月
Spring	1月～6月
授業関連情報
ほとんどの授業が英語で行われている
ビザ・滞在許可証情報
ラトビア入国後、長期滞在（Long	Stay	Visa）手続きを行
う
費用の一例（10カ月/円換算）

授業関連情報
ほとんどの学部で英語で授業が行われている
ビザ・滞在許可証情報
長期滞在査証（Dタイプビザ）をブルガリア大使館で申請
費用の一例（10カ月/円換算）

U R L
https://www.rtu.lv/en
所在地
ラトビア リガ
語学条件
勉学生活が可能な現地語能力、またはCEFR	B1以上に相当
する英語能力（TOEFL	iBT42、TOEFL	ITP440、TOEIC	
L&R/TOEIC	S&W11150、TOEIC	L&R	550、英検準1
級、IELTS4.0以上）
学　部
Aviation	Transport
Chemical	Technology
Computer	Systems
Clothing	and	Textile	Technology
Economics
Electrical	Engineering
Electronics	and	Mobile	Communication
Engineering	Technology,	Mechanics	and	Mechanical	Engineering
Entrepreneurship	and	Managemant
Environmental	Science
Materials	Science
Organization	and	Management	of	International	Economic	Relations
Medical	Engineering	and	Physics
Technical	Translation
Telecommunications

⑰リガ工科大学 Riga�Technical�University

U R L
https://www.uni-sofia.bg/index.php/eng
所在地
ブルガリア ソフィア
語学条件
TOEFL	iBT60、TOEFL	ITP450、IELTS	4.5以上
学　部
History
Classical	And	Modern	Philology
Law
Educational	Studies	And	The	Arts
Theology
Mathematics	And	Informatics
Chemistry	And	Pharmacy
Geology	And	Geography
Philosophy
Slavic	Studies
Education
Journalism	And	Mass	Communication
Economics	And	Business	Administration
Physics
Biology
Medicine
学　期
Fall	9月～2月
Spring	2月～6月

⑯ソフィア大学 Sofia�University

往復の航空運賃 200,000
食費（30,000×10） 300,000
住居費（8,000×10） 80,000
通信費（2,000×10） 20,000
現地健康保険料 80,000
現地交通費（1,500×10） 15,000

合計 ¥695,000

航空運賃 200,000
食費（20,000×10） 200,000
住居費（20,000×10） 200,000
通信費（2,000×10） 200,000
現地交通費（1,000×10） 10,000

合計 ¥810,000



2　

ILU
N
O

18

2　ILUNO（アメリカ語学留学）
―�Intensive�Language�Program�at�University�of�Nebraska�at�Omaha
世界中から訪れる学生と一緒に英語とアメリカ文化を学ぶ
選考により6名～8名は授業料免除
静岡大学の英語科目2科目4単位認定

●ILUNOとは �
ネブラスカ大学オマハ校で行われる集中語学プログラムを受
講します。選考により一定の人数（6～8人）まで授業料免
除で参加できます。選考にもれた場合も授業料自己負担で参
加することができます。

●応募資格 �
本学の学部生または大学院生のうち、英語の学習意欲があり、健康である者。

●留学期間 �
8週間（1セッション）または16週間（2セッション）
セッション①　5月上旬～6月下旬	 　　セッション②　6月下旬～8月中旬
セッション③　8月下旬～10月中旬　　セッション④　10月中旬～12月上旬
セッション⑤　1月上旬～3月上旬	 　　セッション⑥　3月上旬～5月上旬

※セッション開始日の前週にオリエンテーションとクラスのレベルを決めるプレイスメントテスト
が行われるため、それに間に合うように出発します。
※授業料免除は16週間までですが、授業料自己負担で延長することはできます。

●留学費用 �
ILUNO留学に必要な経費は大まかに右図
（2020年の例）のとおりです。
ILUNO申込み時には実際に留学にかかる経費
の財力証明をする必要があります。右図に
ILUNO申請費用、ビザ申請費用、渡航費用、
留学保険は含まれていません。

留 学 期 間 ＜8週＞ ＜16週＞
授業料等 $2,039 $4,078
医療保険 $530 $1,060
教材費 $150 $300
住居・食費・その他 $3,400 $6,800

合計（授業料自己負担の場合） $6,119
（約70万円）

$12,238
（約140万円）

（授業料免除の場合） $4,080
（約50万円）

$8,160
（約100万円）
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●申し込みから留学までの流れ �
授業料免除で参加を希望する場合
例年10月から11月にかけて翌年度派遣学生の募集を行います。国際交流課・各部局の掲示板と国
際連携推進機構HPで募集開始をお知らせしますので、募集開始を知ったら募集要項を入手してく
ださい。7月のILUNO説明会と10月の海外留学フェアにおいても募集説明を行います。
11月上旬に募集を締め切り、書類及びグループ面接により派遣学生の選考を行います。選考にもれ
た場合も授業料自己負担で参加することができます。
2月中旬に派遣学生を集めて留学前ガイダンスを行います。そこでビザ取得や現地での勉強・生活
についてご案内します。

授業料自己負担で参加を希望する場合
授業料自己負担で参加を希望する場合は以下の期限までに国際交流課に申し出てください。
セッション①（5月上旬～）…前年12月末　　セッション②（6月下旬～）…2月末
セッション③（8月下旬～）…4月末	 　　　　セッション④（10月中旬～）…6月末
セッション⑤（1月上旬～）…前年8月末	 　　セッション⑥（3月上旬～）…前年11月末

●単位認定 �
ILUNOを修了すると、以下の条件を満たした場合、全学教育科目の2科目（4単位）として認めら
れ、「秀」の成績を得ることができます。単位に認定される科目は「英語ディスカッション」「英語イ
ンテンシブA」「英語インテンシブB」「アカデミックイングリッシュⅠ」「英語海外研修A」「英語海
外研修B」のうちの未修得科目です。
①留学期間中の報告書の提出
②最終報告書の提出
③成績書の提出
UNOが発行した「ILUNO修了証書」または、国際連携推進機構が発行する「ILUNO留学修了証
明書」を教務課に提出し、単位認定の手続きをしてください。

スケジュールに
合わせて留学開始

募集 面接
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3　VSCP（カナダ語学留学＋専門科目履修）
―�Visiting�Student�Certificate�Program
TOEFL不要、ESLクラス（2カ月）を1回または2回受講
学部の授業を履修、単位取得可（聴講も可能）
静岡大学の英語科目2科目（4単位）として認定可

●VSCPとは �
アルバータ大学で行われるESL（語学研修）と大学の授業を履修します。
アルバータ大学のスタッフや学生コーディネーターが空港ピックアップ、
生活・学業面でのアドバイス、履修科目の登録サポート、各種セミナー
などサポートをしてくれます。

●応募資格 �
本学の学部生または大学院生のうち、健康で、かつ学習意欲のある者。

●留学期間・費用・学内応募締め切り �

※合計金額には旅行代理店の手数料（税込30,800円）やビザ申請費用、渡航費用、留学保険料は
含まれていません。
※大学の授業は1学期3科目まで履修または聴講できます。聴講費用は履修費用の半額です。
※学内応募締め切りを過ぎた申し込みは受け付けません。締め切り日は国際連携推進機構HPを確
認してください。
※学生寮を希望する場合は申し込み時に申し出てください。

開始
時期 期間 コース内容 申し込み費

（必須・払い戻し不可） 登録費用 プログラム
費用

現地保険料
（毎月＄38）

生活費
※おおよそ

合計
※おおよそ

学内応募
締め切り

5月

5月-12月
8ヶ月間

ESLコース2回と
3履修単位

プログラム:$125
住居:$25 $2,481 $11,020 $304 $9,600 $23,555

（約200万円）
前年12月下旬

5月-翌4月
12ヶ月間

ESLコース2回と
6履修単位

プログラム:$125
住居:$25 $2,481 $14,150 $456 $14,400 $31,181

（約267万円）

7月

7月－12月
6ヶ月間

ESLコース1回と
3履修単位

プログラム:$125
住居:$25 $2,481 $8,380 $228 $7,200 $18,439

（約157万円）
2月中旬

7月－翌4月
10ヶ月間

ESLコース1回と
6履修単位

プログラム:$125
住居:$25 $2,481 $11,480 $380 $12,000 $26,491

（約225万円）

9月

9月－翌4月
8ヶ月間

ESLコース2回と
3履修単位

プログラム:$125
住居:$25 $2,481 $13,140 $304 $9,600 $25,675

（約222万円）

3月下旬9月－翌6月
10ヶ月間

ESLコース2回と
6履修単位

プログラム:$125
住居:$25 $2,481 $16,620 $380 $12,000 $31,631

（約269万円）

9月－翌8月
12ヶ月間

ESLコース2回と
9履修単位

プログラム:$125
住居:$25 $2,481 $19,940 $456 $14,400 $37,427

（約320万円）

1月

1月－6月
6ヶ月間

ESLコース2回と
3履修単位

プログラム:$125
住居:$25 $2,481 $10,630 $228 $7,200 $20,689

（約176万円）

前年9月中旬1月ー8月
8ヶ月間

ESLコース2回と
6履修単位

プログラム:$125
住居:$25 $2,481 $13,220 $304 $9,600 $25,755

（約222万円）

1月ー12月
12ヶ月間

ESLコース2回と
9履修単位

プログラム:$125
住居:$25 $2,481 $16,320 $456 $14,400 $33,807

（約287万円）

2019年度例
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●申し込みから留学までの流れ �
申し込み手続きは旅行代理店が一部代行して行います。
①VSCP派遣希望調書を提出
VSCP派遣希望調書には下記の教員から確認印が必要です。
②アルバータ大学連絡教員と面談
③必要書類を準備
・VSCP	Academic	Study	Plan
・Participation	Consent	Form
・指導教員からの推薦状一通（英文）
・成績証明書（英文）
・Homestay	Program	Application（ホームステイ希望者のみ）
④必要書類を提出
⑤旅行代理店の請求に基づき、プログラム費・諸経費を納入

《静岡キャンパス》
国際連携推進機構　教授	 熊井　浩子
TEL：054-238-4999	 Email：kumai.hiroko@shizuoka.ac.jp

教育学部　教授	 森野　和弥
TEL：054-238-4289	 Email：morino.kazuya@shizuoka.ac.jp

《浜松キャンパス》
国際連携推進機構　准教授	 袴田　麻里
TEL：053-478-1675	 Email：hakamata.mari@shizuoka.ac.jp

国際連携推進機構　准教授	 ライアン　優子
TEL：053-478-1672	 Email：ryan.yuko@shizuoka.ac.jp

●単位認定 �
VSCPを修了すると、全学教育科目の2科目（4単位）として認められ、「秀」の成績を得ることが
できます。単位に認定される科目は「英語ディスカッション」「英語インテンシブA」「英語インテン
シブB」「アカデミックイングリッシュⅠ」「英語海外研修A」「英語海外研修B」のうちの未修得科目
です。
アルバータ大学で発行された「VSCP留学修了証明書」を教務課に提出し、単位認定の手続きをし
てください。
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4　短期留学（夏季・春季）
夏はアメリカ、カナダ、韓国、フランス　春はイギリス、中国、フランス
語学研修＋異文化体験・観光など多彩なプログラム
修了すれば1科目2単位を取得できる

●短期留学とは �
夏季短期留学
協定校であるネブラスカ大学オマハ校（アメリカ）、アルバータ大学（カナダ）、朝鮮大学校（韓国）
の夏季短期留学に加え、政府留学局キャンパスフランス（フランス）の留学プログラムを企画して
います。語学研修に加えて文化体験・観光旅行もでき、語学力の向上だけではなく異文化理解を深
められる大変有意義なプログラムです。
※ネブラスカ大学オマハ校とアルバータ大学は応募人数が少ない場合中止になることがあります。
春季短期留学
イギリス、中国、フランスへの春季短期留学を企画しています。語学研修に加えてホームステイ・
文化体験もでき、語学力の向上だけではなく異文化理解を深められる大変有意義なプログラムです。
※イギリスと中国は応募人数が少ない場合中止になることがあります。

●応募資格 �
本学の学部生・大学院生

●申し込みから留学までの流れ �
例年、夏季短期留学は4月から5月にかけて、春季短期留学は前年10月から11月にかけて、派遣
学生の募集を行います。国際交流課・各部局の掲示板と国際連携推進機構HPで募集開始をお知ら
せしますので、募集開始を知ったら募集要項を入手してください。4月と10月の海外留学フェアに
おいても募集説明を行います。

派遣学生を集めて留学前ガイダンスを3回に分けて行います。そこでは留学のスケジュール詳細や
持ち物、注意事項などについてご案内します。

募集期間 留学期間

募集期間 留学期間
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留学先
アルバータ大学
期　間
8月の3週間
最少催行人数
10人
参加費用
約55万円（プログラム費・宿泊費・渡航費）
滞在方法
ホームステイ
単　位
「英語海外研修B」（全学教育科目）2単位取得可

スケジュール（2019年度）

スケジュール（2018年度）留学先
ネブラスカ大学オマハ校
期　間
8月の3週間
最少催行人数
10人
参加費用
約55万円（プログラム費・宿泊費・渡航費）
滞在方法
ホームステイ
単　位
「英語海外研修A」（全学教育科目）2単位取得可

アメリカ

カナダ夏

夏

1週目

午前 ・英語研修

午後 ・歓迎パーティー　・キャンパスツアー

2週目

午前
・ネブラスカ州～サウスダコタ横断旅行

午後

3週目

午前 ・英語研修

午後 ・博物館見学　・オマハ市長訪問
・Sayonara	Party　・ファイナルスピーチ

★3週目（ネブラスカ大学オマハ校でのプログラム修了後）ニュー
ヨーク観光（2泊3日）

1週目

午前 ・英語研修

午後 ・歓迎パーティー　・キャンパスツアー
・Ft.	Edmonton	Parkでエドモントンの歴史を学ぶ

2週目

午前 ・英語研修

午後 ・Cone	Maze（アスレチック）体験
・アルバータ州議会訪問

3週目

午前 ・英語研修

午後 ・成果発表会

★2週目にカナディアンロッキーツアー（2泊3日）
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留学先
フランス政府留学局とパートナーシップを結ぶフランス大
学付属語学学校、サンテティエンヌ大学附属語学・文明国
際センター、またはグルノーブル大学附属フランス語教育
センター
期　間
（夏）8・9月の4週間
（春）2～3月の4週間
最少催行人数
各1人から参加可能
参加費用
約55万円（プログラム費・宿泊費・渡航費）
滞在方法
ホームステイまたは寮
単　位
フランス語科目（全学教育科目）2単位取得可

内　容
さまざまな国からの留学生とともにフランス語を学び、文
化やスポーツなどのアクティビティーへの参加も通じて、
フランス文化やフランス人の生活にも触れながら、フラン
ス語での生活に浸ることができます。
授業はコミュニケーション重視で、各自のレベルに合った
クラスに分かれて受講します。週に平均20時間、4週間で
約80時間の授業を受けます。

留学先
朝鮮大学校
期　間
8月の3週間
定員数
6人
参加費用
約15万円（プログラム費・宿泊費・渡航費）
滞在方法
寮・ホームステイ（1泊2日）
単　位
韓国語科目（全学教育科目）2単位取得可

スケジュール（2019年度）

夏

夏

春

韓　国

フランス

1週目

午前 ・韓国語研修

午後 ・キャンパスツアー　・光州市内観光
・陶芸体験　・Gokseong	Train	Village訪問

2週目

午前 ・韓国語研修

午後 ・テコンドー体験　・韓国料理作り体験
・全州韓屋村訪問　・ホームステイ

3週目

午前 ・英語研修

午後 ・文化交流　・昼餐会、閉会式

★3週目（朝鮮大学校でのプログラム修了後）ソウル観光（2泊3日）
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留学先
北京華文学院または浙江万里学院（静岡県主催のプログラ
ム）
期　間
2～3月の4週間
最少催行人数
留学先によって異なる
参加費用
約20万円（プログラム費・宿泊費・渡航費）
滞在方法
寮
単　位
中国語科目（全学教育科目）2単位取得可

内　容（北京華文学院）
各自のレベルに合ったクラスで、読む・書く・話す・聞く
の4技能を学びます。授業は午前中4時間で、午後は文化・
伝統的スポーツの体験、歴史的建造物の見学、中国人学生
との交流を行います。選択課程として、書道、中国画、太
極拳、武術、絵画なども体験できます。

留学先
グロスタシャーカレッジ（変更になる可能性があります。）
期　間
2～3月の4週間
最少催行人数
10人
参加費用
約55万円（プログラム費・宿泊費・渡航費）
滞在方法
ホームステイ
単　位
「英語海外研修A」または「英語海外研修B」（全学教育科
目）2単位取得可

内　容
各自のレベルに合ったクラスで、読む・書く・話す・聞く
の4技能を学びます。このプログラムの基本内容は語学研
修のみですが、ロンドンやオックスフォード観光、ハリー
ポッタースタジオの見学、アフタヌーンティー体験などの
様々なオプショナルツアーも用意されています。オプショ
ナルツアーは別途料金がかかります。

イギリス

中　国

春

春
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5　ダブルディグリープログラム
静岡大学と海外大学の両大学から学位を取得
両大学の指導教員による共同研究指導
幅広い視野、豊富な国際経験を持つグローバルな研究者に

●ダブルディグリープログラム（DDP）とは �
創造科学技術大学院自然科学系教育部（博士課程）と総合科学技術研究科工学専攻（修士課程）の
学生が、静岡大学と相手校に同時に在籍し、両大学それぞれの指導教員から共同指導を受けて、最
終的に両大学より学位を取得するプログラムです。
興味のある学生は指導教員に相談してください。

●アカデミックスケジュール（博士課程） �

●ダブルディグリープログラム協定校 �
創造科学技術大学院自然科学系教育部
ワルシャワ工科大学（ポーランド）
アレクサンドル・イワン・クザ大学（ルーマニア）
ゴメル国立大学（ベラルーシ）
ブラウンシュバイク工科大学（ドイツ）
ソフィア大学（ブルガリア）
カウナス工科大学（リトアニア）
リガ工科大学（ラトビア）
オブダ大学（ハンガリー）

タラス・シェフチェンコ・キエフ国立大学（ウクライナ）
サンクトペテルブルグ国立工業大学（ロシア）
慶北大学（韓国）
中国科学院プラズマ物理研究所（中国）
インドネシア大学（インドネシア）
ガジャマダ大学（インドネシア）
トゥン・フセイン・オン・マレーシア大学（マレーシア）
スリ・ラマサミー・メモリアル大学（インド）

総合科学技術研究科工学専攻
国立中央大学（台湾）

静岡大学 留学先大学

1年 学生 指導教員 指導教員

4月 静大博士課
程入学

DDP入学
意思の確認

指導教員の
決定

指導教員の決定

7月 DDP選抜
試験受験

インターネットを
用いた選抜試験
合格→DDP学生と
して入学

両大学の指導教員はDDP学生
の教育研究指導に関する十分
な打合せを行う

DDP学生としての教育研究指
導開始

静岡大学 移動 留学先大学

1年
研究活動/単位取得

研究活動/単位取得
研究論文作成

2年
学位論文作成/審査
→学位授与

3年
研究活動/単位取得
研究論文作成
学位論文作成/審査
→学位授与

4年
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第三章第三章
奨 学 金奨 学 金
ここでは給付型の奨学金を紹介します。募集要項をよく確認して、自分の留学計画に合ったものを
見つけてください。

●静岡大学の支援制度
募集時期は5月・10月で、各部局を通して募集案内します。いずれも人数制限があります。

静岡大学国際交流基金
支援対象 　大学間・部局間交流協定に基づく交換留学の派遣学生
支援期間 　12か月以内
支 援 額 　月額4万円

未来創成基金
支援対象 　大学間・部局間交流協定に基づく交換留学（アジアの大学のみ）の派遣学生
支 援 額 　留学準備金25万円（一括）

●政府の支援制度
「トビタテ！留学JAPAN日本代表プログラム」
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
アなどの多様な活動を支援します。（語学習得のみを目的とした留学は支援対象外です。）コースは
①理系、複合・融合系人材コース、②新興国コース、③世界トップレベル大学等コース、④多様性
人材コース、⑤地域人材コースの5つあります。
支援対象 　大学院生・学部学生
支援期間 　28日～12か月
支 援 額 　月額6万～16万円＋留学準備金・授業料等

海外留学支援制度（協定派遣）
日本学生支援機構（JASSO）の支援制度に静岡大学が採択された年度は、国際連携推進機構におい
て、大学間交流協定に基づく交換留学の派遣学生のうち、翌年度4月以降に留学を開始する学生の
中から推薦者を決定します。対象者には各部局を通して連絡します。
支援対象 　大学間交流協定に基づく交換留学の派遣学生（前年度のGPAが2.30以上）
支援期間 　1セメスター～1年
支 援 額 　月額6万～10万円（留学先の地域による）

●民間団体の支援制度
業務スーパージャパンドリーム財団（11月～1月に募集）
寺浦さよ子記念奨学会（1月～4月、7月～9月に募集）
惠国際交流財団（3月～4月に募集）

これら以外にも外国政府や地方自治体、民間団体の給付型・貸与型の奨学金があります。
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第四章第四章
留学の準備留学の準備
1　英語能力試験
英語能力試験の代表的なものとして、TOEFL（iBT・ITP）、IELTS、TOEIC、英検があります。日
本ではTOEICと英検が一般的ですが、交換留学の語学条件としてはアカデミック英語の能力を測る
TOEFLとIELTSのスコアが求められることがほとんどです。交換留学を希望する学生は、応募時点
で語学条件を満たせるように早めに準備にとりかかりましょう。TOEFL	ITPは静岡大学でも5月・
7月・11月・1月に開催されます。
ILUNOとVSCPには語学条件はありませんが、留学前後にTOEICを受験し、英語力の伸びを測る
といいでしょう。

主な英語力測定試験のスコア換算表です。それぞれの試験の目的や内容、受験対象者も異なり、単
純にスコアを他の試験に換算することはできませんので、参考までにご覧ください。

IELTS
TOEFL�iBT
※個人受験

※コンピューター式

TOEFL�ITP
※団体受験

※マークシート式
TOEIC 英検

目的 就業・研修・留学に必
要な能力を測る

高等教育機関で英語を用いて学業を修めるため
に必要な能力を測る

日常生活・ビジネス場
面でのコミュニケー
ション能力を測る

英語圏における社会生
活に必要な英語能力を
測る

リーディング 〇 〇 〇 〇 〇
リスニング 〇 〇 〇 〇 〇
ライティング 〇 〇 〇 〇
スピーキング 〇 〇 〇
時間 約2時間45分 約3時間 約1時間55分 約2時間 級によって異なる
受験料 25,380円 235USドル 4,700円 5,725円 級によって異なる
申し込み方法 オンライン オンライン 静大生協 オンライン オンライン・書店

レベル IELTS
TOEFL�iBT
※個人受験

※コンピューター式

TOEFL�ITP
※団体受験

※マークシート式
TOEIC 英検

特級 9 118-120 673-677 -
8.5 115-117 670 -

上級
8 110-114 660-667 -
7.5 102-109 630-6557 970-990
7 94-101 600-627 870-970 1級

中上級 6.5 79-93 577-597 820-870
6 60-78 550-573 740-820 準1級

中級
5.5 46-59 521-549 600-740
5 35-45 500-520 550-600 2級
4.5 32-34 470-499 500-550

初中級
4 -31 450-469 450-490 準2級
3.5 400-449 300-440
3 391-399 291-299 3級

初級
2.5 390 270-290
2 350-389 260-269 4級
1.5 100-259 5級

●英語能力試験の種類

●英語能力レベル比較表
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2　国際連携推進機構が提供している学習機会
国際連携推進機構は様々な英語学習や国際交流の機会を提供しています。

●TOEFL対策説明会（6月・12月）
国際教育交換協議会（CIEE）のスタッフがテストの概要や英語勉強法を紹介します。

●TOEFL勉強会（6月）
大学教育センター所属のネイティブの先生がスピーキングとライティングの勉強・練習方法を教え
ます。

●国際交流ボランティア
留学生の会話パートナーや生活支援などの留学生サポートや国際交流ラウンジなどでの交流イベン
トを企画しています。興味のある学生は国際交流課に連絡してください。

●国際交流ラウンジ
留学生との交流や留学に興味のある学生が自由に利用できるスペースです。English	Lounge以外に
も様々な国際交流イベントを実施していますので、気軽に遊びに来てください。
場所：静岡キャンパス 共通教育A棟4階405-2
日時：毎週月曜日～金曜日の12:00～16:00（変更の可能性があります。）
English�Lounge （月・水・木曜日授業日12:00～13:30）
アットホームな雰囲気で、ネイティブの先生の英会話レッスンを受けられます。
国際交流イベント （不定期）
学生スタッフが企画・運営するイベントや、学内外のゲストスピーカーによる異文化理解・語学
学習に関する講演を開催します。

●ENGLISH�COUNSELING
日時：毎週月曜日・金曜日
国際連携推進機構専任教員による英語カウンセリングを実施しています。国際学会等でのプレゼン
テーションや論文（理系）の書き方などの指導を1回30分で受けることができます。興味のある学
生は国際交流課に連絡してください。

3　留学を目指す学生に勧める教養科目
●グローバル・アジア特別教育プログラム� �
（2019年度以前の入学生はABP副専攻科目）
所属する学部・学科の科目にとどまらず、自身の専攻以外に興味のあるテーマに沿った科目を横断
的に学ぶ制度です。グローバルな課題やアジアに関連した話題を留学生とともに国際経験豊かな教
員から学ぶことができます。
https://www.abp.icsu.shizuoka.ac.jp/student/
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※選択科目には、履修条件があります。
「ESP	Ⅰ（留学）」：　「英語コミュニケーション」の中級または上級クラスに属す
「ESP	Ⅱ（地域）」：　TOEIC500点以上
「中級英語B・C・D」「総合英語ⅠA・B・C」：　TOEIC500点台
「上級英語B・C・D」「総合英語ⅡA・B・C」：　TOEIC600点以上
「英語インテンシブA・B・C・D」「アカデミックイングリッシュ」「ビジネスイングリッシュ」：　
TOEIC600点以上
総合英語Ⅲ：　TOEIC700点以上

●英語科目
英語の能力を高めるためには、教養英語科目の履修が欠かせません。以下の履修パターンはあくま
で一例ですが、参考にして自分の履修プランを立てて下さい。選択科目の場合、同一科目でも内容
が異なりますので、シラバスを参考にして登録するクラスを選んで下さい。なお、1年次後学期以
降の選択科目は履修条件があります。

2020年度入学（2020年度 1年生用）履修例：　2年次後学期を終えて留学する場合

※赤字による科目は特に推奨されます。
（工学部では「アカデミックイングリッシュ」の扱いが異なります。「全学教育科目 履修案内」を
参照すること）

※英語力をさらに高めるため、留学後も英語学習を継続しましょう。
英語特別副専攻プログラムに参加して、当該プログラムを修了することが推奨されます。

1年次前学期 1年次後学期

「英語コミュニケーション」［必修］
「ESP	Ⅰ（留学）」［選択］
TOEICで500点以上を目指す

下記5科目から2科目を履修
「ESPⅡ（地域）」［選択］
「上級英語B」［選択］
「中級英語B」［選択］
「総合英語ⅡA」［選択］
「総合英語ⅠA」［選択］

2年次前学期 2年次後学期

下記4科目から1科目を履修
「上級英語C」［選択］
「中級英語C」［選択］
「総合英語ⅡB」［選択］
「総合英語ⅠB」［選択］

「アカデミックイングリッシュ」［選択］
かつ

下記4科目から1科目を履修
「上級英語D」［選択］
「中級英語D」［選択］
「総合英語ⅡC」［選択］
「総合英語ⅠC」［選択］

集中講義
「英語インテンシブA」［選択］　　　「英語インテンシブB」［選択］
「英語インテンシブC」［選択］　　　「英語インテンシブD」［選択］

3年次
「ビジネスイングリッシュ」［選択］　　　「総合英語Ⅲ」［選択］



31

近年、日本の大学生が海外で事故や犯罪などのトラブルに巻き込まれる例が少なからず報告されて
います。海外渡航する際は、外務省安全確認ホームページなどで渡航先の最新情報を収集し、起こ
りうる危険やトラブルを事前に把握し、しっかり準備をしておくとことが大切です。「自分の身は自
分で守る」という意識を持ち、安全に十分気を付けて行動してください。
※外務省安全確認ホームページで危険情報が出ている国・地域への渡航を予定している学生は、必
ず大学に相談してください。渡航時期・渡航先を変更してもらう可能性もあります。

渡航の際には、次の5つの手続きを必ず行ってください。

1　海外渡航危機管理ガイダンスに参加する
年に1回6月頃に開催します。国際連携推進機構が実施する留学プログラム（交換留学、ILUNO、
VSCP、夏季・春季短期留学、協定校派遣プログラム等）やトビタテ！留学JAPAN日本代表プログ
ラムで留学する学生は必ず参加してください。

2　OSSMAに加入する
静岡大学は日本エマージェンシーアシスタンス株式会社のOSSMA（Overseas	Students	Safety	
Management	Assistance）に加盟し、専門家による海外渡航危機管理ガイダンスを行ってトラブ
ルに巻き込まれないように事前指導を強化するとともに、緊急時に備えた危機管理体制を整えてい
ます。
OSSMAに加入することで、24時間365日・日本語で以下のサポートを受けることができます。
・パーソナル支援　　・海外医療アシスタンス　　・安否確認　　・健康・メンタルケア
・ご家族へのサポート　　・弁護士紹介　　・その他OSSMAに関する質問
※海外旅行保険のように金銭的な損害を補償するものではありません。必ずOSSMAとあわせて海
外旅行保険に加入してください。

国際連携推進機構が実施する留学プログラムやトビタテ！留学JAPAN日本代表プログラムに参加す
る場合は加入必須、部局や研究室の留学プログラムに参加する場合も加入を強く推奨します。また、
私費の留学・語学研修、インターンシップ、ワーキングホリデーなどに参加する場合にも加入を推
奨します。（条件によってはOSSMAが適用されない場合もあります。）

●OSSMA加入方法
①OSSMA会員登録サイトにログインして会員登録を行う。
https://www.eaj.ne.jp/ossma/login.php
ログインコード：shizudai／パスワード：0042
②会費を支払う。（クレジットカード決済もしくはコンビニ支払い）
③国際交流課もしくは浜松学生支援課留学生係で会員カードとサービスガイドを受け取る。（登録後
1～2週間かかります。）
④OSSMAロケーターシステムにログインして基本情報と旅程を入力する。
https://ossma.eaj.ne.jp/login
ユーザーID：会員ID／パスワード：学籍番号

第五章第五章
海外での安全と危機管理海外での安全と危機管理
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3　海外旅行保険に加入する
出発前に、出発から帰国までの全期間をカバーする海外旅行保険に必ず加入してください。クレジッ
トカード付帯の海外旅行保険のみでの留学は認められません。また、留学先の大学から現地の保険
に加入するように指示があった場合は、あわせてその保険にも加入してください。
学研災付帯海外留学保険は、皆さんが加入している学生教育研究災害傷害保険の補償内容を活かし
た合理的な補償プランで、重要性の高い治療・救援費用部分と賠償責任部分の補償を充実させたプ
ラン設計となっており、国際連携推進機構を通して加入手続きができます。

4　所属部局と国際連携推進機構に届け出を提出する
海外渡航する際は、必ず所属部局の学務係に届け出てください。交換留学、ILUNO、VSCP等で長
期間留学する場合は留学開始の1か月前までに留学届または休学届の提出が必要です。各種届け出
が不要な場合でも学務情報システムのliveノートから海外渡航届の登録を行ってください。
国際連携推進機構の各種手続き・報告も必ず行ってください。

●各部局連絡先

5　在留届の提出・たびレジの登録をする
海外に3か月以上滞在する場合は必ず在留届を提出してください。（インターネットでの提出も可能
です。）海外でトラブルが発生した場合、日本大使館・領事館は在留届を元に在留邦人の安否確認と
サポートをします。転居・帰国の際にも必ず届け出を提出してください。
3か月未満の場合はたびレジに旅程や滞在先、連絡先などの必要事項を入力してください。留学先
の最新の渡航情報や緊急事態発生時の連絡を受け取ることができます。
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/

留学中に問題が生じた場合や相談がある場合は静岡大学の担当者に速やかに連絡してください。家
族にも定期的に連絡を取るようにしてください。

担当課・係 電話番号 Emailアドレス

国際交流課 054-238-4457 outbound@adb.shizuoka.ac.jp

人文社会科学部学務係 054-238-4217 jinbun@adb.shizuoka.ac.jp

教育学部学務係 054-238-4577 edgakumu@adb.shizuoka.ac.jp

情報学部学務係 053-478-1510 pr-gakumu@ml.inf.shizuoka.ac.jp

理学部学務係 054-238-4717 ri-gakumu@adb.shizuoka.ac.jp

工学部教務係 053-478-1010 eng-kyoumu@cii.shizuoka.ac.jp

農学部学務係 054-238-4815 agr-gakumu@cii.shizuoka.ac.jp

地域創造学環係 054-238-4315 gakkan@adb.shizuoka.ac.jp

創造科学技術大学院 053-478-1350 souzou-jimu-hgakumu@lists.gsest.shizuoka.ac.jp



静岡大学から世界へ

静岡大学 国際連携推進機構

海外留学
ガイドブック

海外留学ガイドブック
　2020年3月31日発行

静岡大学国際連携推進機構
　静岡県静岡市駿河区大谷836
　TEL：054-238-4457
　Email：outbound@adb.shizuoka.ac.jp


