
 

2 0 2 3 年 度 

第 １ 回 派 遣 留 学 説 明 会 
 

 日 時：2023 年 4 月 19 日（水）17：50～18：30  

 場 所：共通教育棟 1 号館 4 階 コモンルーム 3 

 

     

1．大学を通じて応募する留学プログラムについて  (17:50 - 18:10) 

             グローバルセンターグローバル化部門 中谷 純江 

グローバルセンター学生海外派遣部門 難波 美芸 

 

2．派遣留学生による留学体験報告      (18:10 -18:20) 

韓国外国語大学留学／ 法文学部 人文学科 4年 田畑 絢香 

 

3．質問・相談              (18:20 - 18:30) 

 

 

                                              



 

鹿児島大学協定校派遣留学生 

（2024年 1月～3 月派遣）募集要項 
 

鹿児島大学は、留学（受入れ及び派遣）を推進するため、約１３０大学・機関と

授業料等を不徴収とする学術交流協定等（学生交流に関する覚書）を締結していま

す。（２０２２年６月現在） 

これらの協定大学との間において留学生交流の一層の充実を図り、相互の教育・

研究水準の向上に資するとともに、各国間の相互理解と友好親善を増進するために、

下記により協定大学へ留学する学生を募集します。 

※ただし新型コロナウイルス感染症により留学できない場合もあります。 

 

１．資格 

本学に在籍し、次の資格全てを有する者（外国人留学生の場合は私費留学の正規生のみ可） 

（１）学業成績が優秀で、人格等に優れている者 

（２）留学の目的及び計画が明確で、派遣先大学への留学による効果が期待できる者 

（３）派遣先大学での留学期間終了後、再び本学に戻り、学業を継続する者 

（４）派遣先大学が指定する入学資格等を有する者又は相当の入学資格等を有する者 

（５）指導教員等の推薦を得られる者 
 

２．留学開始時期と期間 

原則として、２０２４年１月１日から２０２４年３月３１日までに留学を開始します。原則として、

期間は１学期以上１年未満。 

 

３．派遣先大学（交流協定校）及び年間上限人数（学生交流数） 

別添１ 学術交流協定校一覧（２０２２年６月現在）を参照ください。 

別添２ これまでの派遣実績 

 

４．留学中の在籍身分 

「留学」となり、この期間は修業年限に算入されます。 
 

５．経費 

派遣先大学の検定料、入学料及び授業料等は納める必要はありません。その他の経費は自己負担と

なります。なお、鹿児島大学の授業料等は納めることになります。 
 
６．派遣先大学における授業科目の履修単位の取り扱い 

各学部が定める規則により、本学における授業科目の履修により修得したものとみなされることが

あります。単位認定については各学部で必要要件が異なりますので、所属の学生系係で確認してく

ださい。 
 

７．申請方法 
協定大学へ留学を希望する学生は、国際事業課 留学生係へ次に掲げる書類を提出してください。 

  提出期限：５月１２日（金）１７：００ 
 
（１） 鹿児島大学協定校派遣留学申込書（別紙様式１） 
（２） 留学希望理由書（別紙様式２） 
（３） 担任、指導教員による承認書（別紙様式３-１） 
（４） 推薦状（別紙様式３-２） ※担任、指導教員以外の作成可                                

https://www.kagoshima-u.ac.jp/kokusai/20220601kyoteikou.pdf
https://www.kagoshima-u.ac.jp/kokusai/hakenjisseki202206.pdf
Administrator
昨年、推薦状は指導教員が記入する必要があるのかどうかの問い合わせが何件かあったため追記しました。・承認書（様式3-1）は担任or指導教員・推薦状（様式3-2）は担任・指導教員以外での作成も可。語学の授業の先生などで作成可。



 

（５） 本学の成績証明書 
（６） TOEFL、TOEIC、IELTS、実用英語技能検定(英検)、その他の言語の検定試験等の 

成績証明書の写し。 
※「本学への応募時」の語学要件を各協定校に設定しています。応募に必要なスコアを満たす

必要がありますので、本学 HP から必ず確認ください。 

協定校への応募要件はこちら 

 

 

８．選考 

鹿児島大学国際交流委員会が設置する選考委員会で書類審査、面接の上、協定校派遣留学生を選出

します。選考結果は協定校派遣留学生が所属する部局に報告します。また、応募した学生にもお知ら

せします。 
日時：５月２４日（水）２５日（木） 

    

９．奨学金 

２０２３年度については、日本学生支援機構の海外留学支援制度が不採択であったため奨学金はあ

りません。。 
 

１０．鹿児島大学学生海外留学支援 
鹿児島大学では、本学の学生が学術交流協定を締結している海外の大学へ留学する際に、各年度ご

との予算に応じて経済的支援を行います。 

    
１１．手続き 

鹿児島大学協定校派遣留学生に選考された学生は、指導教員やグローバルセンター教員、国際事業

課スタッフ等と相談しながら派遣先大学に入学するための必要書類を準備することになります。ま

た、国際事業課へ提出する書類（「鹿児島大学協定校派遣留学制度による誓約書」（別紙様式５）およ

び加入した海外旅行保険証書のコピー等）、所属する学部等へ提出する書類（留学願等)もあります。

具体的な手続きは各協定校派遣留学生へ後日、ご連絡します。 
なお、日本学生支援機構による海外留学支援制度（協定派遣）の派遣留学生として採用が決定した学

生は、上記の手続きの他に揃える書類があります。詳しくは後日、該当する派遣留学生へお知らせし

ます。 
※協定校派遣留学生に選考された学生は、原則として大学指定の海外旅行保険に加入いただきます。 

 

１２．報告書等の提出 

派遣先大学での留学が終了した学生は、帰国後１ヶ月以内に速やかに派遣留学に関する報告書（別

紙様式５）と派遣先大学での成績証明書を国際事業課へ提出してください。 
 
１３．事前・事後学習 

派遣留学生は、原則として事前学習「派遣留学Ⅰ」（共通教育科目集中講義）、「留学生のための異文

化理解」、事後学習「派遣留学Ⅱ」（共通教育科目集中講義）を履修し、帰国後に留学報告発表を行う

こととします。 
 
１４．留学の相談等 

留学に関する相談や質問は、協定校担当教員またはグローバルセンター教員におたずねください。 
  留学相談の予約はこちら（本学 HP にリンク） 
 
本留学制度については、本学 HP に詳細を掲載していますので、確認をお願いします。 

https://www.kagoshima-u.ac.jp/kokusai/gogakuyouken2023.pdf
https://www.kagoshima-u.ac.jp/kokusai/KUryuugakushienn.pdf
https://www.gic.kagoshima-u.ac.jp/forkadaistudent/consultation/
https://www.kagoshima-u.ac.jp/kokusai/post-44.html
Administrator
記載方法について畝田谷先生と要相談。

Administrator
畝田谷先生に要確認。はい、これで合っています。



　　　　　　　　　　　　　（別紙様式１）

                                                                              
     鹿児島大学長　殿
                                                                              

第　１　希　望

希望学部・専攻等

ﾌﾘｶﾞﾅ

申込者氏名

生年月日

〒　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 TEL 携帯

語学能力*2

日常会話：　　１　　２　　３　　４　　５　

スピーチ：　　　１　　２　　３　　４　　５

印　

※本申込書作成上の注意：署名および押印部分以外はフォントサイズ10.5でタイプすること。自筆不可。

　　　　申請書類等（別紙様式１～３）に記載された内容及び提出書類はプライバシー保護のため、個人情報として扱われます。
　　　　なお、これらの書類は、書類審査・選考以外の用途には用いられません。

　　　　　申込者との続柄保証人署名

PC：

外国語の種類　　　　　　　   　　　    　　テスト名　　        　　　　　　　　　　　評価　　　　　　　　　　　　　　受験年月

留学先言語による会話能力自己評価

←低　　　 　   高→　（○で囲んでください。
　１　２　３　４　５　　経験なしの場合は□に
　　　　　　　　　　　　チェックしてください。）

　　　　　経験なし

希望留学期間
（※各自、本学の学期ではなく、留学希望大学のHP等
で、学期の開講期間等を確認して記載すること）

　　　　　　　　　  　　 　研究科　　　　　　　　 　　　　     専攻　　　　　（　  　　　年度入学）

留学希望大学

〒　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　℡

※語学能力を証明する書類を添付すること

保証人の同意

　　　（西暦）　　　　　年　　　　月　　　　日　（　　　　　　　歳）

性別：
　　　男      　　女

上記留学について同意します。

　　　　　　学   部　     　　　　　　  　　   　　学科　　　　　　　　　年

討　　論：　　１　　２　　３　　４　　５

現住所

E-mailアドレス
（必ず記入のこと）

鹿児島大学協定校派遣留学申込書（２０２４年1月～3月派遣）

　　　年　　　　月　　　　～　　　　　　　年　　　　月　　　　　　　（１年未満）

第　２　希　望 第　３　希　望

年　　　月　　　日

所属



    （別紙様式２）

ふりがな

氏　名

生年月日
応募時
年　齢

学籍番号 所属/学年

指導／担任教員

留学先大学 国・地域

留学の動機と目的お
よび留学先大学を選
んだ理由
（なぜ留学しようと思
い、何のために留学
するのか。なぜその
大学に留学したい
か）

留学目的の達成をど
のように検証、測定
するか

派遣先大学でどのよ
うな授業を履修した
いか
特に専門的に学びた
いことは何か、授業
以外で取り組んでみ
たいことは何か

所属

性別

　

　　学部　　　　研究科/   年

留学期間 (派遣先大学の学期開始に合わせた期間) 年 　　   月   ～   　　　 年  　　   月

氏名

鹿児島大学学術交流協定校への留学希望理由書



留学成果を将来どう
活かすか

今回の留学でどのよ
うな人的つながりを
得ようと思うか、それ
を今後どのように活
かすか

困難を克服した経験

自分をアピールでき
る点

テストの結果等
（資格試験取得年月）

（取得：　　　　年　　　　月）

申請書類等（別紙様式１～３）に記載された内容及び提出書類はプライバシー保護のため、個人情報として扱われます。
なお、これらの書類は、書類審査・選考以外の用途には用いられません。

語学能力

テストの結果等
（資格試験取得年月）

その他

※留学希望理由書作成上の注意： A4 2枚以内（様式の各欄所定の枠を動かしても構いません）、フォントサイズ10.5でタイプすること。自筆不可。

（取得：　　　　年　　　　月）



　　　　　　　　　　　       　　（別紙様式３－１）

                                                                              

     鹿児島大学長　殿

担任教員等

職名・氏名           　　　　　    　          　　

生年月日 
（西暦）
　　　　    年　　　月　　　日

性 　　 別 
            男    　　     女

第１希望 第３希望第２希望

（※本学の学期ではなく、留学希望大学のHP等で、学期の開講期間等を確認して記載すること）

申請書類等（別紙様式１～３）に記載された内容及び提出書類はプライバシー保護のため、個人情報として
扱われます。なお、これらの書類は、書類審査・選考以外の用途には用いられません。

派遣先大学

渡 航 時 期
留 学 期 間

年 　　   月   ～   　　　　　 年  　　   月

鹿児島大学協定校派遣留学にかかる承認書

派 遣 留 学
申請者氏名

                             研究科                      専攻                 （    　     年度入学） 

下記の者が2024年1月～3月鹿児島大学協定校派遣留学に応募することを承認します。なお、承認にあたって
は、申請者本人による留学希望理由書及び希望留学期間を確認し、了承したことを申し添えます。

                             学部                         学科                     年

所　　属



　　　　　　　　　　　       　　（別紙様式３－２）
本推薦状（別紙様式３－２）は、学生を通さず留学生係に直接送付ください。

送付方法：学内便あるいはファイル添付の上メール

                                                                              

     鹿児島大学長　殿

　　

教員職名

氏名

推薦状

申請書類等（別紙様式１～３）に記載された内容及び提出書類はプライバシー保護のため、個人情報として
扱われます。なお、これらの書類は、書類審査・選考以外の用途には用いられません。



事項 ✔ 確認する内容

全ての項目について入力漏れ（空欄）がないか。

署名及び押印部分以外を手書きではなく、パソコンで入力しているか。

指定された文字サイズ（10.5）で入力しているか。

派遣先大学は、語学要件を満たした上で選択しているか。

希望留学期間は派遣先の学期にあわせたものになっているか。

保証人の同意欄に漏れはないか。

鹿児島大学学術交流協定校への
留学希望理由書

希望留学期間は派遣先の学期にあわせたものになっているか。

鹿児島大学協定校派遣留学にか
かる承認書

指導教員等から所属学部学生係（教務係）へ直接提出してもらったか。
※学生からの提出は受け付けられません

推薦状
指導教員等から所属学部学生係（教務係）へ直接提出してもらったか。
※学生からの提出は受け付けられません

※本シートを提出いただく必要はありません。

申請書類提出前チェックシート

○申請書類提出前に以下の項目についてもう一度ご確認ください。

鹿児島大学協定校派遣留学申込
書（２０２３年度派遣）

全体



年　　　月　　　日

　　氏名（署名）： 留学先大学：

　　所属学部：　　　　　　　　　　　　　　学籍番号：

　　氏名（署名）：　　　　　　　　　　　　　　　　

　　住所：

　　電話番号：

鹿児島大学協定校派遣留学制度による誓約書

１１．留学出発前に大学の指定する海外旅行傷害保険に加入し、出発後に「在留届電子届出システム

　２．留学出発前に、原則として事前学習「派遣留学Ⅰ」、「留学生のための異文化理解」を履修し

　　　ます。

　４．留学出発前から留学終了後まで国際事業課との連絡を密に行います。特に留学中は、病気など

　　　相談します。

　私（　　　　　　　）は、鹿児島大学交換留学制度による（　　　　　　　　　）大学への留学に

鹿児島大学長　殿

あたり、鹿児島大学生としての自覚と責任感を持って行動し、勉学に精励するとともに、次の各事項

について確認し、実行することをここに誓約します。

　１．留学先国の法令及び留学先大学の規則等を遵守します。

　５．留学先及びその近隣地域において天災、災害、テロなど不測の事態が生じた場合は、必ず直接

　　　または保証人を通じて国際事業課に安否を連絡します。

　６．留学先の治安や衛生状況等に問題がある場合や個人的問題が生じた場合で、鹿児島大学が留学

　　　の延期、中止、帰国を決定した場合はこれに従います。

　３．パスポートやビザの取得、所属学部における留学手続き、留学費用（渡航費、滞在費）の支払

　　　い等、留学に必要な諸手続は、自らの責任において遺漏なく行います。

　　　やむを得ない理由による期間変更などが必要な場合は、必ず事前に保証人及び国際事業課に

　　　（ORRnet）」サイトから在外公館に在留届を提出します。

１３．留学中は、協定校所在地に滞在するものとし、協定校所在国を離れる場合には、必ず事前に

　　　協定校所在国を離れる場合には、個人の資格での活動であるとみなして、それによるいかなる

　　　損失、支障が生じた場合においても、鹿児島大学にその補償を請求しません。

　７．留学に伴う在籍期間の延長（留年）等についても、所属学部指導教員及び学生係と相談の上、

　　　事前に把握済みであり、保証人もこれを同意しています。

　　　（終了日は派遣先大学で履修する科目の最終講義日又は最終試験日）１ヶ月以内に必ず帰国し

　　　て、鹿児島大学に引き続き在籍します。

１２．留学の参加にあたっては、健康、安全には十分留意し、滞在国にて発症、怪我をした場合には、

　８．留学期間は最長１年間で、１年を超える延長は認められないこと、また、やむを得ない理由が

　　　あると認められた場合を除き留学期間の短縮・延長は原則できないことを理解し、留学終了後

　　　した日（派遣先国を出国した日が承認日より前であった場合は、出国日）となることを了承し

　９．前項にもかかわらず留学の継続が困難になった場合は、速やかに「留学中止願」を提出し、

　　　鹿児島大学の承認を得るものとします。その場合の留学終了日は、鹿児島大学が中止願を承認

　　　ます。

１０．留学の中止により支給済の奨学金等の返還要請があった場合には速やかに応じます。

　　　前項の保険をもって補償を担保し、鹿児島大学には一切その補償を請求しません。

　　　国際事業課に連絡のうえ「たびレジ」に登録します。また協定校のプログラム以外の事由で

１５．帰国後は、原則として事後学習「派遣留学Ⅱ」を履修し、留学報告発表を行います。また、派遣

　　　留学説明会、オリエンテーション、次年度留学者へのアドバイスなどに積極的に協力します。

【派遣留学予定者】

１４．留学中は毎月１度留学状況を報告するとともに、留学後は所属学部で留学中の取得単位の認定

　　　手続を行うとともに、提出期限内に所定の報告書等を国際事業課宛提出します。

    留学予定期間： 　　　　　年　　　月　　　日　～　　　　　年　　　月　　　日

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

　上記派遣留学予定者が、誓約の上留学することを保証します。

記入された保証人等の個人情報は、交換留学プログラム実施のために利用し、それ以外の目的では利用しません。

【保証人】

印

〒

　　続柄（関係）：



    （別紙様式５）

※本報告書は鹿児島大学学生海外留学支援事業による支援金受給者の留学報告書を兼ねる

ふりがな

氏　名

生年月日
応募時
年　齢

学籍番号 所属/学年

指導／担任教員

留学先大学 国・地域

この留学で得た成果
は何か、それを将来
の自分にどう活かす
か（学修、生活体験、
その他）

最も心に残ったエピ
ソード

留学希望理由書に
記した留学目的の達
成状況

協定校派遣留学報告書

性別
　

　

　　学部　　　　研究科/   年

所属 氏名

留学期間 (入学許可書に記載してある受入期間) 年 　　   月   ～   　　　 年  　　   月



留学目的の達成をど
のように検証、測定
した／するか

派遣先大学でどのよ
うな授業を履修した
か（各科目の単位数
も記入）／専門的に
学びたいことが学べ
たか

留学先の国、地域に
ついて学んだこと

今回の留学でどのよ
うな人的つながりを
得たか、今後どのよ
うに活かすか

その他

テストの結果等
（留学前）

（取得：　　　　年　　　　月）

1. 本報告書の使用目的

2. 分量など

報告書作成上の注意

　本学に留学について報告するとともに、大学のホームページや報告書等で公開する可能性があります。

　A4 ２～３枚以内（所定の枠を拡げても構いません）。フォントサイズ10.5。

語学能力の伸び

テストの結果等
（留学前）

その他（伸びの実感等）

（取得：　　　　年　　　　月）
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（補足）

TOEFL iBT61, PBT500 51

IELTS 6.0 5.0

TOEFL iBT80, PBT500 70

IELTS - -

TOEFL iBT80 Writing20, Speaking20 以上 70

IELTS 6.5 各項目6.0以上 5.5

TOEFL
PBT500（8週間コース）,450（16週間
コース）

iBT 51（8週間コース）, 35（16週間
コース）

IELTS - -

TOEFL iBT100, PBT600 iBT 90

IELTS 7.0 6.0

TOEFL iBT68, PBT520 iBT 58

IELTS 6.0 5.0

TOEFL iBT79-93, PBT550-583
iBTの場合writing 21以上
PBTの場合TWE4.5以上

iBT 69

IELTS 6.5 writing 6.0以上 5.5

TOEFL iBT94-101, PBT584-609
iBTの場合writing 23以上
PBTの場合TWE5.0以上

iBT 84

IELTS 7.0 writing 7.0以上 6.0

TOEFL iBT35以上, PBT417以上 iBTの場合writing 17以上 iBT 35(writing 15以上）

IELTS 5.0 writing 5.0以上 4.0

TOEFL iBT79, PBT550 iBTの場合writing 22以上 iBT 69

IELTS 6.0 各項目5.5以上 5.0

TOEFL iBT52 iBT52

IELTS

4.5（EAP Module 1）,
5.0（EAP Module 2）,
5.5（EAP Module 3）,
6.0（EAP Module 4）,
6.5（EAP Module 5）,

各項目4.0以上（EAP Module 1）,
各項目4.5以上（EAP Module 2）,
各項目5.0以上（EAP Module 3）,
各項目5.5以上（EAP Module 4）,
各項目6.0以上（EAP Module 5）,

4.5

1学期以上1年未満 Standard Academic IELTS 6.0 各項目5.5以上 5.0

1学期以上1年未満 Study Overseas Programme IELTS 5.0 equivalent (B2 CEFR level) 4.0

1学期以上1年未満 General English Programme IELTS 4.0 equivalent (B1 CEFR level) 4.0

協定校への応募要件（英語圏）

NO 協定校名 協定の人数枠 派遣可能期間 学部・学科及び研究科等

「協定校への応募時」の語学能力要件
IELTS:Academic Module

TOEFL:TOEFL iBT
※先方への申請時に必須です。

成績要件（必須） 備考

1 サンノゼ州立大学 3 1学期以上1年未満

Undergraduate, except Engineering

GPAは3.0/4.0以上

All Engineering major

ジョージア大学
相手校との

バランスに基
づく

1学期以上1年未満 -

「本学への応募時」の語学能力要件（必須）
IELTS:Academic Module

TOEFL:TOEFL iBT
※TOEFLあるいはIELTSいずれかを満たす

必要があります。

1学期以上1年未満
【語学学校】
Intensive English Program (“IEP”)

3 ハワイ大学（マノア校） 1

1学期以上1年未満 - GPAは2.5/4.0以上

1学期以上1年未満 English Language Institute("ELI") GPAは2.5/4.0以上
ELIのコース数によっては、正規のコースを併行して受講可
能

2

GPAは2.5/4.0以上

1学期以上1年未満 All Teacher Education, Pharmacy GPAは2.5/4.0以上

1学期以上1年未満 Most programs

GPAは2.5/4.0以上

6
セントラル・ランカ

シャー大学
3

4 シドニー工科大学 3

1学期以上1年未満
Australian Language and Culture
Studies

(補足)
協定校が定める語学能力要件の最低基準よりTOEFL iBT総合10点以上、またはIELTS総合1.0以上を下回る場合には、当該協定校を志望大学に挙げることができません。
※シドニー工科大学を志望する者は学内における語学能力要件の最低をTOEFL iBT 総合35（writing 15）、IELTS総合4.0とします。
※ニューイングランド大学EAPを志望する者は学内における語学能力要件の最低をIELTS総合4.5とします。
※TOEFL iBTのスコアを提出する場合、MyBest スコアは認められません。(2020/10/22追記）
※会場受検だけでなく、自宅受検の提出も認めます。(2020/10/22追記）

5 ニューイングランド大学 3

1学期以上1年未満 -

1学期以上1年未満
English for Academic Purposes
(EAP)



2022.06.22現在

NO 協定校名 協定の人数枠 派遣可能期間 学部・学科及び研究科等

「協定校への応募時」の語学力要件
IELTS:Academic Module

TOEFL:TOEFL iBT
※先方への申請時に必須です。

協定校が求める
CEFRレベル

「本学への応募時」の語学力要件（必須）
IELTS:Academic Module

TOEFL:TOEFL iBT
成績要件（必須） 備考

1 釜慶大学校 3 1学期以上1年未満 全学部・研究科受講可 少なくとも留学前に韓国語を学んでいることが望ましい -
韓国語既習者であり、語学試験をすでに受けているものを優先する。未受検の場合はハングル
語検定の場合は4級以上をノミネーション時までに取得すること。

2 全北大学校 3 1学期以上1年未満 Veterinary medicine, Medical college, College of Lawを除く学部 英語又は韓国語の授業が受講できる程度の語学力 -
韓国語既習者であり、語学試験をすでに受けているものを優先する。未受検の場合はハングル
語検定の場合は4級以上をノミネーション時までに取得すること。

3 群山大学校 3 1学期以上1年未満 全学部・研究科受講可 講義は韓国語で行われるためTOPIK　3級を推奨 - TOPIK　2級以上

4 済州大学校 3 1学期以上1年未満 全学部・研究科受講可 少なくとも留学前に韓国語を学んでいることが望ましい -
韓国語既習者であり、語学試験をすでに受けているものを優先する。未受検の場合はハングル
語検定の場合は4級以上をノミネーション時までに取得すること。

GPA 2.4/4.3以上　あるいは  80%以上

5 江陵原州大学校 3 1学期以上1年未満 全学部・研究科受講可 英語又は韓国語の授業が受講できる程度の語学力 -
韓国語既習者であり、語学試験をすでに受けているものを優先する。未受検の場合はハングル
語検定の場合は4級以上をノミネーション時までに取得すること。

6 江原大学校 3 1学期以上1年未満
Department of Veterinary Medicine, Department of Medicine,
Department of Nursing, College of Lawを除く学部

英語又は韓国語の授業が受講できる程度の語学力 -
韓国語既習者であり、語学試験をすでに受けているものを優先する。未受検の場合はハングル
語検定の場合は4級以上をノミネーション時までに取得すること。

GPAは2.6/4.0以上

7 祥明大学校 3 1学期以上1年未満 全学部・研究科受講可

（韓国語）TOPIK
（英語）TOEFL, IELTS, TEPS
韓国語あるいは英語で記載された、上記のスコア証明書があれば
提出すること。

-
韓国語既習者であり、語学試験をすでに受けているものを優先する。未受検の場合はハングル
語検定の場合は4級以上をノミネーション時までに取得すること。

8 忠北大学校 3 1学期以上1年未満 全学部・研究科受講可
英語または韓国語で流ちょうに話すことができる
*ただし、Dept. of Korean Language and Literatureに申請する際は
TOPIK 5級以上を取得していること

-
・Dept. of Korean Language and Literature　に申請する者はTOPIK4級以上
韓国語既習者であり、語学試験をすでに受けているものを優先する。未受検の場合はハングル
語検定の場合は4級以上をノミネーション時までに取得すること。

（英語で講義を受ける場合）
全学部・研究科受講可

TOEFL　iBT　80以上, ITP 550以上
IELTS　6.0（各項目6.0以上）
TOEIC　750以上
あるいは上記と同等の能力を示す証明書を提出すること。

B2
TOEFL　iBT　70以上
IELTS　5.0
TOEIC　700以上

*Intensive Korean Languageのみ受講する場合は語学証明書は
不要

（韓国語で講義を受ける場合）
全学部・研究科受講可

TOPIK 3級以上, KLAT 150(B2レベル)以上 - TOPIK 2級以上, KLAT 80以上
*Intensive Korean Languageのみ受講する場合は語学証明書は
不要

10 インドネシア大学 3 1学期以上1年未満 学期により異なる
TOEFL ITP: PBT 550; iBT 80
IELTS: 6.5

B2
TOEFL ITP: PBT 500; iBT 70
IELTS: 5.5

GPAは3.0/4.0以上

11 ボゴール農科大学 3 1学期以上1年未満 全学部・研究科受講可 TOEFL, IELTSのスコア証明書を提出すること。 - TOEFL, IELTSの受験経験があること。

12 ディポネゴロ大学 2 1学期以上1年未満
English Literature, International Relation, Anthropology, Civil
Engineering, Biology, International Law,

TOEIC 600
Paper TOEFL 500, CBT TOEFL 180, IBT TOEFL 65
IELTS 5.5
※インドネシア語を話すことが出来る場合はB2-C1 レベルを取得し
ていること。

B1～B2

TOEIC 550
TOEFL IBT 55
IELTS 4.5
（CEFR B1レベル）

13 スリウィジャヤ大学 3 1学期以上1年未満

Faculty of Engineering
Faculty of Mathematics and Natural Science
Faculty of Computer Science
Faculty of Law
Faculty of Economics
Faculty of Social Science and Political Science
Faculty of Teacher Training and Education
Faculty of Agriculture
Faculty of Medicine
Faculty of Public Health

英語でのコミュニケーションが可能であること。 -

TOEIC 550
TOEFL IBT 42
IELTS 4.0
（CEFR B1レベル）

GPAは3.0/4.0以上

14 マレーシアプトラ大学 2 1学期以上1年未満 全学部・研究科受講可
英語能力を示す証明書
※TOEFL, IELTS 等、英語で記載された証明書が用意できない場
合は、教員による証明書も可。

-

TOEIC 550
TOEFL IBT 42
IELTS 4.0
（CEFR B1レベル）

15 国立成功大学 3 1学期以上1年未満 全学部・研究科受講可
学部ごとに要件が異なっており、毎年更新される。中国語または英
語がCEFR　B1程度。

- 中国語既習者であり、語学試験をすでに受けているものを優先する。
希望する学部によって要件が異なるため、申請前に確認するこ
と

16 カセサート大学 2 1学期以上1年未満 学期により異なる
英語能力を示す証明書
※TOEFL, IELTS 等、英語で記載された証明書が用意できない場
合は、教員による証明書も可。

-

TOEIC 550
TOEFL IBT 42
IELTS 4.0
（CEFR B1レベル）

GPAは2.0/4.0以上

17 フィリピン大学 - 1学期以上1年未満 全学部・研究科受講可
英語能力を示す証明書
※TOEFL, IELTS 等、英語で記載された証明書が用意できない場
合は、教員による証明書も可。

-

TOEIC 550
TOEFL IBT 42
IELTS 4.0
（CEFR B1レベル）

GPAは3.0/4.0以上

18 ベトナム国家農業大学 3 1学期以上1年未満

（Courses in English）以下の4つ

Advanced education program on Crop Science (in cooperation
with University of California, Davis – the USA)

Advanced education program on Agri-business management (in
cooperation with University of Wisconsin Madison – the USA)

Biotechnology

Agricultural economics

TOEFL PBT500
あるいは上記と同じ程度のTOEFL iBT61,　IELTS4.5, TOEIC600の
スコア証明書を提出すること。

B1

TOEIC 550
TOEFL IBT 42
IELTS 4.0
（CEFR B1レベル）

GPAは2.5/4.0以上（67%以上）

19 リンシェーピン大学 2 1学期以上1年未満 Faculty of Arts and Sciences

（英語）
TOEFL  iBT60
IELTS 6.0
※上記を含むB2レベル以上のスコア証明書の提出あるいは、本学
で上記レベルと同等のクラスを受講している等を示す教員推薦書を
提出すること。

B2
TOEFL IBT 50
IELTS 5.0
（CEFR B1レベル）

GPAは3.0/4.0以上

20 バレンシア工芸大学 2 1学期以上1年未満

Faculty of Business Administration and Management
School of Computer Engineering
Faculty of Fine Arts
School of Agricultural Engineering and Environment
School of Architecture
School of Building Management
School of Civil Engineering
School of Design Engineering
School of Engineering in Geodesy, Cartography and Surveying
School of Industrial Engineering
School of Telecommunications Engineering  Higher Polytechni
School of Gandia (Gandía Campus)
Higher Polytechnic School of Alcoy (Alcoy Campus)

（スペイン語）B1レベル以上の能力を示す証明書
もしくは
（英語）B2レベル以上の英語能力を示す証明書

スペイン語　B1
英語　B2

（スペイン語）
スペイン語既習者であること。語学試験(DELEスペイン語検定をすでに受けていることが望まし
い。

もしくは

（英語）
TOEFL IBT 50
IELTS 5.0
（CEFR B1レベル）

GPAは2.5/4.0以上（67%以上）

GPAは2.5/4.0以上

協定校への応募要件（英語圏以外）

9 韓国外国語大学校 3 1学期以上1年未満



21 スロバキア農業大学 3 1学期以上1年未満 学期により異なる
（英語）B2レベル以上の英語能力を示す証明書
※TOEFL, IELTS 等、英語で記載された証明書が用意できない場
合は、教員による証明書も可

B2
TOEFL IBT 50
IELTS 5.0
（CEFR B1レベル）

22
カール・フォン・オシエツキー大

学オルデンブルグ
3 1学期以上1年未満 全学部・研究科受講可

ドイツ語での講義を受講希望する者：
（ドイツ語）
B1レベル以上

英語語での講義を受講希望する者：
（英語）
TOEIC 550
TOEFL iBT 42
IELTS: 4.0

※上記について英語で記載された証明書が用意できない場合は、
教員による証明書も可

ドイツ語　B1
英語　B1

ドイツ語での講義を受講希望する者：
ドイツ語検定3級 (CEFR A2レベル)
※その他ドイツ語の資格を有する者は別途相談

英語語での講義を受講希望する者：
TOEIC 500
TOEFL iBT 42
IELTS: 4.0

23 ロッテンブルグ林業大学 2 1学期以上1年未満 全学部・研究科受講可

（ドイツ語）
B1レベル以上
※正規の学部は全講義ドイツ語で開講。ドイツ語初学者あるいは
B1レベル以下の者は6ヶ月のドイツ語コースを受講すること。

B1
ドイツ語検定3級 (CEFR A2レベル)
※その他ドイツ語の資格を有する者は別途相談

全学部・研究科受講可

（フランス語）
B2レベル以上
※B1以下の場合は＋French proficiency evening coursesを受講す
ること。

B2
フランス語検定2級（CEFR B1レベル）
※その他フランス語の資格を有する者は別途相談

CIREFE (外国人向けフランス語学習センター)
French as a Foreign Language

- - フランス語既習者であり、語学試験をすでに受けていること。（具体的なスコア要件はなし）

全学部・研究科受講可
（フランス語）
Bachelor degree.　B2レベル
Master degree　C1レベル

B2 フランス語検定2級（CEFR B1レベル）※その他フランス語の資格を有する者は別途相談

DEFLE
French as a Foreign Language

- - フランス語既習者であり、語学試験をすでに受けていること。（具体的なスコア要件はなし）

26 アンカラ大学 3 1学期以上1年未満 全学部・研究科受講可
語学要件はないが、トルコ語・英語での意思疎通ができることを期
待する。

- トルコ語既習者であり、語学試験をすでに受けていること。（具体的なスコア要件はなし）

27 アマゾナス連邦大学 3 1学期以上1年未満 全学部・研究科受講可 ポルトガル語中級であることが望ましい。 - ポルトガル語既習者であり、語学試験をすでに受けていること。（具体的なスコア要件はなし）

協定校が定める語学能力要件にTOEFL、IELTS、TOEICがない場合、「本学への応募時」の語学要件に記載された各種試験のスコアを取得している者が優先されますが、指定のCEFRレベルを満たしている場合は他の試験のスコアを提出しても構いません。（下線部 2020/10/22追記）

(補足)
協定校が定める語学能力要件にTOEFL、IELTS、TOEICがある場合、最低基準よりTOEFL iBT総合10点以上、またはIELTS総合1.0以上、TOEIC50点以上を下回る場合には、当該協定校を志望大学に挙げることができません。

24
レンヌ第2オート・ブルターニュ

大学
3 1学期以上1年未満

25 ボルドー・モンテーニュ大学 3 1学期以上1年未満



留学説明会

グローバルセンター

2023年度
（2024年1月-3月出発）

プレゼンター
プレゼンテーションのノート




説明会の内容

1. 鹿児島大学の留学制度 -----特徴と概観

2. プログラムの説明 -----募集時期、期間、奨学金等

3. 留学準備 -----応募の手続き、情報収集のサイト

4. 派遣留学生の留学体験

5. 留学相談・質問 （地域別）



1. 鹿児島大学の留学制度

-----特徴と概観



海外研修
（8日〜１学期未満）

・共通教育科目/学部専門科目
・協定校サマープログラム

個人留学/私費留学

・ 旅行会社、生協、留学エー
ジェントを通して申込

・指導教員等の紹介により直
接受入先をみつける

・ 奨学金に応募

大学の留学制度

1.協定校への派遣留学/交換留学 (1学期〜1年)
本学に在籍しながら、協定校で学ぶ、留学先の授業料不徴収

・ 2024年1月−3月出発： 2023年5月応募
・2024年 4月以降出発： 2023年8月応募

2.トビタテ！留学JAPAN日本代表プログラム
本学の在籍身分は休学も可 （28日〜1年）

・年１回募集・選抜
・文部科学省で選抜←学内で応募者指導
・月額奨学金,留学準備金,授業料支援など

留
学

企
画
や

手
続
き
は
自
力
で
！

3.鹿児島大学21世紀版薩摩藩英国留学生派遣事業

「UCL稲盛留学生」修士課程 (1年)   「留学」
・年1回募集・選抜 2023年10月予定

https://www.kagoshima-
u.ac.jp/kokusai/Overseas_Training.pdf

プレゼンター
プレゼンテーションのノート


https://www.kagoshima-u.ac.jp/kokusai/Overseas_Training.pdf


留学プログラムの説明



1. 協定校への派遣留学 (1学期-1年)

・2023年度派遣生募集： 2022/7  + 2023/4/19

・応募書類の締切: 2023/5/12
面接： 5月24日(水）, 5月25日（木）

※選考後→派遣候補生として6ヶ月以上の準備

・留学開始時期: 2023/1/1〜 2023/3/31
・留学期間：１学期〜１年未満（派遣先大学の学事日程による）

・募集要項：大学HP
https://www.kagoshima-u.ac.jp/kokusai/post-44.html#kuas6

・鹿大から渡航費等支援金( 30-10万）
・「留学」鹿大に授業料納付、協定校の授業料不要

（但し、附属語学学校の授業料は殆ど納付要）
・計画的単位取得で修業年限４年で卒業可能性も（文系）

https://www.kagoshima-u.ac.jp/kokusai/post-44.html#kuas6


協定校への派遣留学（注意）

1) 語学基準を満たすことが条件
https://www.kagoshima-u.ac.jp/kokusai/gogakuyouken2023.pdf

例えば・・・

-学内選考（本学への応募時）基準 TOEFL ibt 51
-派遣大学へのノミネーション基準 TOEFL ibt 61

2) 派遣大学の基準(GPA, 語学能力)に満たず、留学できない場合が
ある。相手側の都合による受入不可も。

3)  「トビタテ」応募者で、協定校留学希望者
原則として「協定校派遣留学」の選考を経る必要がある

https://www.kagoshima-u.ac.jp/kokusai/gogakuyouken2023.pdf


2. トビタテ!留学JAPAN日本代表プログラム
(28日-1年） 実践活動必須 「休学」

※実践活動とは、座学や知識の蓄積型ではなく

「実社会との接点」から多様な学びを得ることが

できる学修活動のことをいいます。

Eg. インターンシップ、フィールドワーク、ボランティア、プロジェクト

ベースドラーニング、実験、実習に限らず、上記の趣旨に沿う多様

な学修活動

※本奨学金は個人単位での応募となりますが、鹿大生は鹿大を通

じて応募・手続きを行います。



トビタテ！３つのコース

http://www.tobitate.mext.go.jp/ ◁必要な情報は全てここに !

次回募集：第16期 2023年11月 説明会開催

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


留学期間・準備



大学間協定校派遣留学イメージ (2年生)
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大学間協定校派遣留学イメージ (3年生)
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応募書類
https://www.kagoshima-u.ac.jp/kokusai/post-44.html#kuas6

https://www.kagoshima-u.ac.jp/kokusai/post-44.html#kuas6


提出書類
（１） 鹿児島大学協定校派遣留学申込書

（２） 留学希望理由書

（３） 指導教員/クラス担当教員による承認書

（４） 教員の推薦状 ＊出発までには必須

→グローバルセンターによる留学メンターの紹介

（５） 外国語の資格試験証明書提出

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
（　　　　r



5. 奨学金の種類、探し方



1. 奨学金の種類
タイプ：給付型/貸与型

・大学の留学制度→ 給付型

・個人留学→給付型/貸与型 自分で探す

2. 探し方

必見！ ＊海外留学支援サイト http://ryugaku.jasso.go.jp/
＊海外留学奨学金検索サイト
https://ryugaku-shogakukin.jasso.go.jp
＊外国政府奨学金サイト

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



6. 問合せ先、
鹿大の情報提供サイト



問合せ先： 国際事業課留学生係（共通教育１号館5階）
ryugaku@kuas.kagoshima-u.ac.jp

鹿大の留学関係情報提供サイト：

1. 大学HP 国際交流・留学
https://www.kagoshima-u.ac.jp/kokusai/kensyuu.html

2. グローバルセンター学生海外派遣部門HP
・先輩の体験談「伝えよう！鹿大生の海外体験」

https://www.gic.kagoshima-u.ac.jp/sad/sad.html

・協定校情報（各大学HPにリンク）&
派遣留学生の体験情報（留学費用等留学計画に役立つ詳細情報）

https://www.gic.kagoshima-u.ac.jp/sad/abroad.html

https://www.gic.kagoshima-u.ac.jp/sad/sad.html
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