
2015年度 
大学間交流協定に基づく 
交換留学派遣学生募集説明会	

2014年7月14日（月）	
お茶の水女子大学	
グローバル教育センター	
国際交流チーム 



６５００００	 人口縮小と高齢化	

内需低下	

世界市場の競争激化	 外資企業の参入	

外国人労働者の増加 
	

国外の市場開拓	 空洞化	

女性労働者および外国人
労働者の雇用	

外国人の土着化による日
本文化の変容	

完全なる終身雇用制の崩壊　企業のポテンシャル採用の限界　 
激化する世界競争　国や文化の枠を超えたビジネスの展開 

実力社会の到来 



グローバル人材とは？	
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グローバルマインドセット 

G-ship 「２０１３年度第６回産官学連携トランスナショナルHRM研究会セミナーにおける発表から」 
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有意義な学生生活を送るには？	
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語学をゼロから、 

長期留学を検討するためのお試し、 

海外留学を経験してみたいけど語学力や海外渡航に
自信がない 

興味にある国や大学の主催するサマープログラムに
参加したい 

語学力向上 

日本人が少ない環境で自分を試してみたい。 

長期留学を検討するためのお試し、 

突然留学したくなったが時期が遅いなど。 

語学をツールとして、現地の学生と同様の正規プロ
グラムを受講したい 

研究を深めたい 

語学力を更にのばしたい	

短期語学研修	

長期交換留学プログラム 
（半年〜１年）	

海外サマープログラム	

目的に応じたプログラム	

　　	
　	

　　	
　	

　　	
　	



l  国立政治大学 
　　 

l 　モナシュ大学 
　　 
l 　ニューサウスウェルズ大学 

l 　オタゴ大学 
       

l  北京大学歴史学系 
　　 
l  復旦大学歴史学系 
　　 

l  梨花女子大学 
　　 

l 　ウィーン工科大学 
　	

l  セントリア先端科学大学 
　　 
l  タンペレ大学 
　　 

l  バーギシェブッパタール大学 
　　 
l  ケルン大学 
　　 

l 　カレル大学 
　　 

l 　ヴァッサー大学 
　　 
l 　南オレゴン大学 
　　	

l  マンチェスター大学 
　　 
l  ロンドン大学SOAS 
　　	

l  　ブレーズパスカル大学 
　　　 
l  　ストラスブール大学 
　　　 

l 　ワルシャワ大学 
　　	

２０１４年	
交換留学派遣生内定先	

台湾 

韓国 中国 

イギリス 

フィンランド 

アメリカ 

ポーランド 

フランス 

オーストラリア・ 
ニュージーランド 
 

オーストリア 

ドイツ 

チェコ 
 
合計37名 
 
アジア：6名 
北米：4名 
オセアニア：10名 
欧州：17名	



費用	



　　　　　　　　　　	

l 交換留学申請から留学までの流れ	

l 申請手続きについて　	

　　～募集要項に関する注意事項	

　　　申請書の記入方法について～	

交換留学するには？	



交換留学ってなに？	
　　　「大学間交流協定」に基づく学生交流派遣事業	

キーワード	

　　　「大学間交流協定」 “Agreement”	

　　　「協定校」 　　　　　　“Partner Institution(s)”	

　　　「学生交流事業」 　 “Student Exchange”	

	

　大学間で結ばれた協定に基づいて行われる学生の派遣・	

　受け入れ事業	

　⇒法的な契約に基づき、大学間の信頼関係によって成立して
いる	



応募から派遣決定まで	

2014年7月中旬：　募集要項　発表	

2014年10月1日：　推薦定員・語学基準　発表	

2014年10月31日：  募集〆切	

2014年11～12月：　選考	

　   書類審査＆面接審査（語学口頭試験含む）	

2015年1月末日：語学スコア提出〆切　	

2015年2月中旬：合否通知予定　⇒学内推薦の「決定」	

2015年4月～6月頃：	

　　　　派遣先大学へ入学願書送付	

	　　　受入許可書の受け取り	

　　　　⇒派遣の「正式決定」	



渡航準備から帰国まで	
�  2015年3月頃～：渡航準備（国により異なる）	

　　　 派遣先での宿舎の手配	

　　　　ビザ、航空券の手配	

　　　　奨学金の手続き、切り替え等	

　　　　帰国後の予定（ex.教育実習、就職活動） 等々	

	

�  2015年4月以降：	

　　　第1～4回　オリエンテーション	

　　　　　　　　　　　（危機管理・異文化適応など）	

�  2015年8月頃～順次：留学先への渡航	

　　　　　　　　　↓	

�  2016年　帰国　　⇒単位認定の手続き	



　✔️留学を含めた大学生活とその後の目標は明確ですか？	

　✔️あなたの保護者（家族）は留学に賛成ですか？	

　✔️留学をするのに充分な資金がありますか？	

　✔️留学先で授業を聞き取り、日常生活にも支障のない語学力が 

　　ありますか？	

　✔️大きな環境の変化に耐えられる精神力を備えていますか？ 

　　 

　　【グローバル教育センターでの相談予約】 

　　info-ipo@cc.ocha.ac.jp　※完全予約制	

チェックリスト	



海外留学への奨学金	

国際交流チーム	



奨学金の種類	

�  給付型奨学金 
�  返済の必要なし 

�  5万円～200万円を越えるものまで様々 
�  応募の条件が限定されている場合がある 

�  書類選考や面接選考により受給の可否が決定する 

�  貸与型奨学金 
�  返済が必須 
�  月々3万～12万円の中で選択制 
�  有利子／無利子 

�  家計の収入基準や学力基準により受給の可否が決定する 



官民協働海外留学支援制度 
～トビタテ！留学JAPAN　日本代表プログラム～	

�  支援内容： 

奨学金（12万円～20万円／月額）、学費、渡航費（アジア地域10万円、　　　　　
その他地域20万円） 

→ロンドン大学東洋・アフリカ研究学院（英国）に１年間留学するお茶大生：　　　　
約245万円 

→ニューサウスウェールズ大学（オーストラリア）に１年間留学するお茶大生：　　　
約160万円 

�  選考方法：　書類選考及び面接選考 

�  メリット： 同世代の留学生ネットワーク／インターンや各種イベントの情報入手 

�  義務：　　在籍確認、報告書、事前・事後研修への参加 

�  次回募集：　10月頃～エントリー開始 

�  詳細:　　　　 　https://tobitate.jasso.go.jp/ 

給
付	



日本学生支援機構（JASSO） 
海外留学支援制度（短期派遣）	

�  支援内容：奨学金（6万円～10万円／月額）→ヴァッサ
ー大学（アメリカ）に１年間留学する場合：72万円 

　　→梨花女子大学校（韓国）と国立政治大学（台湾）に
半年ずつ留学する場合：60万 

�  選考方法：　学内の交換留学推薦順位に基づき、推薦
上限人数に達するまで 

�  メリット：　　   奨学金のための選考は無し 

�  義務：在籍確認、報告書（A4一枚）、アンケート回答 

�  詳細：http://www.jasso.go.jp/scholarship/
short_term_h.html 
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お茶の水女子大学国際交流事業基金 
海外留学奨学金	

�  支援内容：奨学金（通年：5万円～30万円　※半期は
半額） 

→ストラスブール大学（フランス）に１年間留学する場合：3
0万円 

→梨花女子大学（韓国）とケルン大学（ドイツ）に半年ずつ
場合：25万円 

→タマサート大学に半年留学する場合：10万円 

�  選考方法：　学内の交換留学推薦順位に基づき、推薦
上限人数に達するまで 

�  メリット：　　   奨学金のための選考は無し 
給
付	



経団連グローバル人材育成スカラーシップ	

�  対象者：応募時に学部2～4年、博士前期課程の学生のうち、1年
間留学するもの 

�  支援内容：奨学金（100万円） 

�  選考方法：　書類選考及び面接選考 

�  メリット：  　　 ①留学前、留学中に企業関係者や財団からの助言
が受けられる 

　　　　　　　　　 ②経団連主催の就職説明・面接会に優先的に参加で
きる（ 終学年の者のみ） 

�  次回募集：　 募集要項　7月中旬公開予定　※募集が早いので
注意！ 

�  詳細：　　　　 http://www.career-academy.com/keidanren/ 

�  奨学生によるブログ：　　 http://www.global-scholarship.jpn.com/ 

給
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佐藤陽国際奨学財団 
海外派遣留学生奨学制度	

�  対象者：東南アジアへ6ヶ月以上留学する日本人学生 

�  支援内容：奨学金（8万円／月額）、渡航費（25万円）、留学一時金
（10万円） 

→タマサート大学（タイ）に１年間留学（10ヶ月在籍）する場合：115万円 

�  選考方法：　書類選考及び面接選考 

�  メリット：　　   物価の安い東南アジアへの奨学金としてはかなり高額 

　　東南アジアからの留学生、東南アジアへの留学生とのネットワーク 

�  義務：　　　　 交流会への参加、奨学財団同窓会への参加 

�  詳細：　　　　 http://www.sisf.or.jp/ 
給
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IELTS 奨学金	

� 対象者：　　米国、カナダ、英国へ留学する学生 

� 支援内容：　奨学金（6000ドルまたは3000ポンド） 

� 選考方法：　書類選考及び面接選考 

� 詳細：http://www.britishcouncil.jp/exam/why-take-exam/
scholarships 
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地方公共団体　奨学金	

�  公益財団法人　飯塚毅育英会・・・栃木県内の高校を卒業した者
／学部3年以上／40万円 

�  「埼玉発世界行き」奨学金・・・1年以上本人又は親が埼玉県に居
住する者／20万円 

�  戸田市海外留学奨学制度・・・父母及び本人が戸田市に2年以上
居住／上限200万 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　     
etc… 

�  その他奨学金情報 

　　日本学生支援機構HP「海外留学奨学金パンフレット」 

　　http://www.jasso.go.jp/study_a/pamphlet_j.html 
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独立行政法人日本学生支援機構（JASSO） 
第二種奨学金（短期留学）	

支援内容：　 

①　奨学金（3万円・5万円・8万円・10万円・12万円／月額か
ら選択） 

②　留学一時金（10・20・30・40・50万円）申請可 

�  選考方法：　学力基準及び家計基準 

�  利子：　有 

�  詳細：　http://www.jasso.go.jp/saiyou/tanki_ryuugaku.html 

貸
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相談窓口	

�  申請書の書き方や奨学金の手続きなど、事務的事項に関す
る質問は 

    国際交流チーム（学生センター棟2階）　　　   
 　　　 ryu@cc.ocha.ac.jp 

�  留学先の選定、留学計画書の内容など、留学内容に関わる
事項の相談は	

グローバル教育センター（学生センター棟3階３０５） 

info-ipo@cc.ocha.ac.jp 

	


