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有効学期 2023 年度後期（秋学期） 

大学名 鹿児島大学 

大学ホームページ http://www.kagoshima-u.ac.jp/ 

大学所在地 〒890-8580 鹿児島県鹿児島市郡元 1-21-24 鹿児島大学 

大学概要(場所、学

生数、 学部等) 

鹿児島大学は 1949 年に設置された国立大学です。9 学部 9 大学院研究科があり、約 9,000 名の学部

生と約 2,000 名の大学院生（うち外国人留学生 300 名）が在籍する南九州最大の総合大学です。 

 

学部：法文学部、教育学部、理学部、医学部、歯学部、工学部、農学部、水産学部、共同獣医学部 

 

大学院：人文社会科学研究科、教育学研究科、保健学研究科、理工学研究科、農林水産学研究科、

医歯学総合研究科、臨床心理学研究科、連合農学研究科、共同獣医学研究科 

キャンパス 

鹿児島大学には、３つの主要キャンパスがあります： 

1. 郡元キャンパス (メインキャンパス) 

2. 桜ヶ丘キャンパス (医学部、歯学部、保健学研究科、大学院医歯学総合研究科、鹿児島大学病院) 

3. 下荒田キャンパス (水産学部、大学院農林水産学研究科（水産）) 

交換留学受入可能

人数 

鹿児島大学と協定校で結んでいる協定書・学生交流の覚書に記載された人数の範囲内 

 

 

交換留学期間 
1. 1 学期 (2023 年度後期（秋学期）： 2023 年 10 月～2024 年 3 月) 

2. 1 年間 (2023 年度後期（秋学期）・2024 年度前期（春学期）: 2023 年 10 月～2024 年 9 月) 

学期期間 
前期（春学期）：4月～9月 

後期（秋学期）：10月～3月 

ノミネーション期限 

申請書提出期限 

2023 年度後期（秋学期）：*日本時間 

ノミネーション：2023 年 2 月 15 日～2023 年 3 月 5 日 17 時* 

オンライン申請書：2023 年 2 月 15 日～2023 年 4 月 1 日 17 時* 

 

2024 年度前期（春学期）： 未定 

学部・研究科 
所定の基準を満たせば、全ての学部または大学院で受け入れが可能です。 

※ただし教育学研究科・臨床心理学研究科を除く 

受講パターン 

あなたの留学目的に合わせて、下記 AB の受講パターンを選んでください 

 受講パターンＡ 受講パターン B 

 

主な留学目的 専門分野についてさらに学び、

知識を深めたい 

日本での生活を経験し、日本語や文化の

知識を深めたい 

 

履修内容 学部・研究科の専門科目を中心

に受講 

留学生対象の日本語・文化学修科目及

び、英語で開講される共通教育・学部の

科目を中心に受講 

 

専門分野について 

本学で学びたい内容が、申請時

に母国で学んでいる専門領域と

関連が深いこと 

問わない 

 

※母校の所属研究室・指導教員と鹿児島大学の研究室・教員の連携関係があり、研究交流の一貫と

して交換留学を希望する場合は、その事情を申請書類で詳しく説明してください。 

http://www.kagoshima-u.ac.jp/
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科目履修について 

交換留学生は下記の科目を履修し、単位を取得することが可能です。受講パターンに合わせて履修計

画を立ててください。 

 

科目履修の留意点 
履修に必要な語学要件 

※語学能力の証明書については「申

請手続き必要書類」を参照 

【1】学部、研究科の専門科目（日本語） 

交換留学生の履修には授業担当教員の許可が必要です。 

交換留学生が履修できない科目や履修条件を課している科目

があります。 

十分な日本語力： 

授業聴講、発言、課題作成等が

自力で可能 

※JLPT N2以上（JLPT N1が望ま

しい） 

【2】研究科の専門科目（英語） 

交換留学生の履修には授業担当教員の許可が必要です。 

交換留学生が履修できない科目や履修条件を課している科目

があります。 

以下の大学院研究科で、英語による授業を開設しています。 

＜修士課程＞ 

人文社会科学研究科経済社会システム専攻地域開発教育コ

ース 

農林水産学研究科留学生プログラム 

医歯学総合研究科グローバル医科学コース 

 

＜博士課程＞ 

医歯学総合研究科グローバル医歯学コース 

共同獣医学研究科獣医科学コース・獣医学専修コース 

 

 

十分な英語力： 

授業聴講、発言、課題作成等が

自力で可能 

母語話者以外はTOEFL等英語試

験成績証明書の提出が必要 

【3】学部、共通教育の科目（英語） 

交換留学生の履修には授業担当教員の許可が必要です。 

交換留学生が履修できない科目や履修条件を課している科目

があります。 

英語で開講される学部、共通教育の科目は少ないです。 

【4】留学生対象の日本語・文化学修科目 

交換留学生の履修にはプレースメントテスト受験が必要です。 

日本語初心者は自動的にレベル１に配置されます。 

はじめて日本語を学ぶ初級レベルから上級（JLPT N1相当）レ

ベルまで、あなたのレベルに応じた授業を受けることができま

す。 

日本語力は問わない。 

ただし、日本語学習経験がない場

合、十分な英語力が必要 

十分な英語力：授業聴講、発言が

自力で可能 

 

■学部シラバス（日本語のみ） 

 http://www.kagoshima-u.ac.jp/education/gakubu-kouengaiyou.html 

■大学院シラバス（日本語のみ） 

 https://www.kagoshima-u.ac.jp/education/in-kouengaiyou.html 

■留学生対象の日本語・文化学修プログラム（日本語＋英語） 

http://www.gic.kagoshima-u.ac.jp/isd/english/ippan_class.html 

選考チェックポイント 

以下の点に基づいて申請者の受入れ可否を決定します。 

1. アカデミックモチベーション： 

  申請者は、鹿児島大学での学習/研究計画および活動目的を明確に記載する必要があります。 

2. 所属機関の学業成績 

3. 学習/研究計画の遂行に必要な語学力（日本語または英語） 

http://www.kagoshima-u.ac.jp/education/gakubu-kouengaiyou.html
https://www.kagoshima-u.ac.jp/education/in-kouengaiyou.html
http://www.gic.kagoshima-u.ac.jp/isd/english/ippan_class.html
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申請手続き 

必要書類 

1. ノミネーション手続き 

鹿児島大学交換留学の申請を希望する学生は、協定校の交換留学担当者または留学アドバイザー

等からのノミネーションを必要とします。ノミネーションが受理されましたら、ノミネートされた学生宛に、

オンライン申請手続きについてご連絡します（cc で協定校のみなさまへもお送りします）。 

 

2. オンライン申請手続き 

ノミネーションが受理された学生は、オンラインで下記(1)～(7)の必要書類をアップロードしてください。 

(1) 申請書 *オンライン入力 

(2) 推薦書 *様式あり 

(3) 成績証明書 

(4) 在学証明書 

(5) 語学力証明書（日本語または英語）JLPT、TOEFL、IELTS、TOEIC 等 

(6) パスポート写し 

(7) 証明写真 

(8) 健康診断書 *様式あり 後日改めて案内します 

 

※（5）語学力証明書について 

＜日本語力の証明＞ 

 ・申請時に、JLPT・JPT 等日本語試験の公式な成績証明書を提出してください。 

 ・日本語試験の公式な成績証明書をお持ちでない場合、所属大学が発行した申請者の日本語を証

明する文書を提出してください。 

＜英語力の証明＞ 

 ・申請時に、TOEFL、TOEIC、IELTS、CET 等英語試験の公式な成績証明書を提出してください。 

 ・特に、日本語能力が N5 レベルに満たない場合、または、大学、高校や日本語学校で日本語学習

経験が無い場合は、十分な英語力の証明が必要です。 

  ・英語試験の公式な成績証明書をお持ちでない場合、所属大学が発行した申請者の英語力を証明

する文書を提出してください。 

  

尚、(6)パスポート写しについて、申請期限までに発行が間に合わない場合は、発行されしだい、至急、

電子メールにてご提出ください。 

在留資格認定証明

書 

交付申請手続きに

ついて 

交換留学生は、ビザ申請の前に、日本の出入国在留管理局で、在留資格認定証明書（CoE）交付申請

手続きを行う必要があります。在留資格認定証明書交付申請は、鹿児島大学留学生係交換留学担当

職員が代理人となり申請手続きを行います。証明書は、発行されしだい受入許可書（LoA）の原本と一

緒に協定校宛に送付します。 

https://www.kagoshima-u.ac.jp/en/residencevisa-procedures.html 

 

*在留資格認定証明書交付申請時に必要な情報は、鹿児島大学交換留学プログラムオンライン申 

請の情報を利用します。 

一般要件 

1. 申請者は、交換留学期間中、鹿児島大学と学術交流協定を結んでいる大学に在籍している必要が

あります。 

2. 交換留学生は、留学中の生活費(月額 10 万円程度必要)を自分で負担する必要があります。 

3. 申請完了後、留学期間の短縮または延長は認められません。 

4. 交換留学終了後は、すみやかに帰国する必要があります。 

フルタイムの学生が

取得できる単位数 
1 学期 最大 7 から 20 単位（学部、学生の日本語力による） 

 

成績評価基準 

 

基本的な成績評価基準・GPは以下のとおりです。 

Grade in 

Kanji 
秀(Shu) 優(Yu) 良(Ryo) 可(Ka) 

認定 

(Nintei) 

不可 

(Fuka) 

放棄 

(Houki) 

Grade A B C D P F - 

English Tr

anslation 
Excellent Very good Good Passing Approved Failure 

(Infomal wi

thdrawal) 

Score 100-90 89-80 79-70 69-60 - 59-0 - 

Grade Poi

nt (GP) 
4 3 2 1 - 0 0 

Pass/Fail Pass Fail 
 

https://www.kagoshima-u.ac.jp/en/residencevisa-procedures.html
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成績証明書の 

発行について 

成績証明書は交換留学プログラム終了後、帰国前に発行申請手続きを行ってください。 

帰国までに発行が間に合わない場合は、後日郵送します。 

寮 

鹿児島大学には、留学生向けに３つの寮（国際交流会館 1 号館～3 号館）があります。 

鹿児島大学留学生係では、交換留学生のお部屋（単身室のみ）を１室確保いたします。 

 

国際交流会館概要:   

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

*国際交流会館を含む鹿児島大学のすべての敷地内は禁煙です。 

*国際交流会館の敷地内に駐車場はありません。 

経費見込み 

授業料等: 授業料、入学試験料、および入学料は免除されています。 

 

滞在費（寮費、食費、その他の生活費）: 学生の個人負担 

 （参考：鹿児島での生活費について） 

 https://www.kagoshima-u.ac.jp/en/global-contents/living-expenses-in-kagoshima.html 
 

保険: 日本に 3 ヶ月以上滞在する場合は国民健康保険に加入する義務があります。国民健康保険に

加入すると、実際にかかった医療費の 3 割負担で済みます。保険料は月額約 2,000 円です。また、学

生教育研究災害傷害保険（PAS）と外国人留学生向け学研災付帯学生生活総合保険(インバウンド付

帯学総)への加入も義務づけています。国民健康保険、PAS、インバウンド付帯学総の加入手続きは、

鹿児島到着後に行います。出身国で出発前に海外保険に加入することもお勧めします。 

 (国民健康保険) 

http://www.city.kagoshima.lg.jp/soumu/shichoshitu/kokusai/en/insurance/insurance.html 

(PAS) https://www.kagoshima-u.ac.jp/kokusai/gakkensai_goannai_english.pdf 

(インバウンド付帯学総) https://www.kagoshima-u.ac.jp/kokusai/inbound_futai_gakuso.pdf 

その他 

KU TODAY（鹿児島大学情報誌）： https://www.kagoshima-u.ac.jp/en/about/newsletter.html 

鹿児島大学留学生ハンドブック： https://www.kagoshima-u.ac.jp/en/handbook2018.pdf 

鹿児島県国際交流協会 留学生のための生活ガイドブック： 

https://www.kiaweb.or.jp/upload/202004living_guide.pdf 

交換留学 

担当者連絡先 

住所: 890-0065 鹿児島市郡元 1-21-30 鹿児島大学国際事業課留学生係 
電話: +81-99-285-3015 
E-mail: ryugaku@kuas.kagoshima-u.ac.jp 

オフィスアワー：平日（月～金）8:30AM ～ 5:15PM * 
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