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新潟大学の留学制度について

平成29年10月

学務部留学交流推進課

海外留学担当

◆本日の説明事項◆

１．ショートプログラム

２．交換留学

３．UMAP多大学間学生交換プログラム

４．協定校への休学留学

５．海外留学における英語資格試験

６．留学希望者へのサポート

７．渡航先での危機管理について

◆留学の種類◆

１．新潟大学が実施するプログラム

１）ショートプログラム（１週間から１か月程度）

２）交換留学

（１学期間（約半年）または２学期間（約１年））
→新潟大学が留学をサポート

２．学外のプログラム
例）語学留学，ワーキングホリデー，ボランティア，学部聴講プ
ログラム，正規留学（学位取得を目的とした留学，編入） など

→自分の責任で手続きを行い留学する
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◆新潟大学の留学プログラム◆
短期から長期に段階的につなげる

留学プログラムを提供しています。

ショートプログラム

１～５週間程度
語学研修・異文化体験

プログラム

専門分野プログラム

１週間～１か月程度
各学部が提供する専門
分野を学ぶプログラム

協定校への交換留学
１学期間又は２学期間
世界各国の協定校で
現地の学生と共に学ぶ

プログラム

早めの計画で選択肢が

広がります！まずは

１年生のうちに留学

がオススメ！

◇ショートプログラムの概要◇
• 夏期・春期休業中に実施

- 留学交流推進課等で募集する全学対象プログラム

- 各学部・研究科主催の専門分野プログラム

• 新潟大学個性化科目（Ｇコード科目）として実施され，

単位が付与されるプログラムもある

＜情報を得るには＞

• 学務情報システムのメールやHP，掲示板をチェック

• 募集説明会がある場合は，参加する

＜よくある質問＞

• 「１ヶ月で語学力は伸びますか？」

◇学部を問わず参加可能なショートプログラム◇
＜夏季＞
〇北京サマーセミナー（中国）
〇韓国サマーセミナー
〇カナダサマーセミナー
〇フィリピンALLC英語研修
〇オーストラリア多文化共生社会体験プログラム
〇理学部主催オーストラリア・カーティン大学英語研修
〇ビーレフェルト大学ドイツ語研修（ドイツ）
〇マグデブルグ夏の学校プログラム（ドイツ）
〇海外フィールド体験（ベトナム）

＜春季＞
〇シンガポール・スプリングセミナー
〇オックスフォード大学英語研修（イギリス）
〇日台学生交流ショートプログラム（台湾）
〇イリノイ大学アーバナ・シャンペーン校英語研修（アメリカ）
〇フランス語・フランス文化研修（フランス・ナント大学）



3

◇募集・実施時期◇

北京
ｻﾏｰ
ｾﾐﾅｰ
(中国)

韓国
ｻﾏｰ
ｾﾐﾅｰ

ｶﾅﾀﾞ
ｻﾏｰ
ｾﾐﾅｰ

ｵｰｽﾄﾗﾘｱ
多文化
共生社
会体験

ｱﾃﾈｵ
大学
英語研
修（ﾌｨ
ﾘﾋﾟﾝ）

ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ・
ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ
ｾﾐﾅｰ

ｵｯｸｽﾌｫｰﾄﾞ
大学英語
研修
(ｲｷﾞﾘｽ)

4～5
月

募集 募集 募集 募集 募集

8～9
月

実施 実施 実施 実施 実施

10～11月 募集 募集

2～3月 実施 実施

夏実施プログラム 春実施プログラム

◇現在募集中のプログラム◇
＜自然科学研究科主催＞

イリノイ大学アーバナ・シャンペーン校春期英語研修

【研修期間】平成30年2月15日(木)～3月15日(木) 29日間

【研修先】アメリカ・イリノイ大学アーバナ・シャンペーン校

【参加対象】自然科学研究科及び理･工･農学部生(他学部・研究科学生

も応募人数により参加可)※詳細は問い合わせのこと。

【参加費用】約50万円

【申込締切】平成29年10月27日（金）17時

【問合わせ・申込先】自然科学研究科学務係 (TEL 025-262-6109/7387)

 募集ページ：http://www.niigata-u.ac.jp/campus/international/study-

abroad/short-term/

◇今後募集予定のプログラム◇
シンガポール・スプリングセミナー

– 【日程】平成30年2月24日(土)～3月6日(火)予定（11日間）

– 【研修内容】午前：英語研修，午後：企業訪問

– 【参加費用】約25万円前後

オックスフォード大学英語研修

– 【日程】平成30年3月12日(月)～24日(土)予定（13日間)

– 【研修内容】英語研修

– 【参加費用】約50万円

【募集説明会】 ＠総合教育研究棟

〇10/24（火）16:30～17:30 オックスフォード①
〇10/25（水）12:00～12:45 オックスフォード②
〇10/26（木）16:30～17:30 シンガポール①
〇10/27（金）12:00～12:45 シンガポール②

B351

プレゼンルーム
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２．交換留学

◇交換留学の概要◇
• １学期間（約半年）または２学期間（約１年）から選択可

• 新潟大学に「在学」し，新潟大学に授業料を納める

→原則として，協定校では授業料が免除される

問い合わせ先：
- 大学間交流協定校 ⇒留学交流推進課
- 部局間交流協定校 ⇒各学部・研究科の学務係

【参】問い合わせ先について

全学＝大学間交流協定
→窓口：留学交流推進課

例）人文学部＝部局間交流協定
→窓口：各学部・研究科の学務係

授業料不徴収に
○がついている大学
＝不徴収協定
（現地での授業料不要）

学生便覧24～26ページ
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◇大学間交流協定校への交換留学◇
○募集時期（学務情報システムのメールアカウントへ通知）

- ２～３月に留学開始する場合 ⇒前年の6～7月頃に募集

- ８～９月に留学開始する場合 ⇒前年の10～11月頃に募集

※詳細については，募集説明会で確認してください。

○よくある質問

Ｑ．「単位認定はされますか？」

Ａ．所属学部・研究科の判断によります

Ｑ．「必要な語学力はありますか？」

Ａ．資料「新潟大学の留学制度について」ページ２(表)に記載

○よくある質問(続)
Ｑ．「留学手続きには，どれくらいの期間がかかりますか？」

Ａ．少なくとも約半年程度かかります

【注】受入先が決まっていても，留学手続きが完了しなければ，
渡航することはできません。特に，ビザ取得には時間がかかる
場合がありますので，注意してください！

以下の大学間交流協定校への交換留学（H30年8-9月
留学開始）について，10月～11月に募集開始予定

韓国：仁荷大学

韓国：漢陽大学

台湾：国立中央大学

カナダ：ニューブランズウィック大学

フランス：ナント大学

タイ：チュラロンコン大学

フィリピン：アテネオ・デ・マニラ大学

◇交換留学募集予定◇



6

３．UMAP多大学間学生交換プログラム

◇UMAPの概要◇
<UMAPとは>

アジア太平洋大学交流機構（ University Mobility in Asia 
and the Pacific）の略。アジア・太平洋地域における，
学生・教職員の交流を促進する目的で発足した団体。

 UMAP公式HP：http://umap.org/

<UMAP多大学間学生交換プログラムとは>

• 新潟大学は，UMAPと大学間交流協定を結んでいる

⇒本学と協定のない大学でも，UMAPとの協定に基づき

UMAP参加大学への交換留学が可能

• 渡航先が英語圏でなくとも，現地での授業は原則として
英語で行われる（専門科目を学ぶ）

• 募集は原則年２回

４．協定校への休学留学



7

◇協定校への休学留学◇
○以下の協定校については，新潟大学に授業料を納める

交換留学ではなく，協定校に授業料を納めることにより

留学することが可能 （学部によっては在学のまま留学することも可能）

◆カナダ：アルバータ大学

◆オーストラリア：シドニー工科大学

◆中国：清華大学 募集説明会：10/24（火）昼休み＠B354

※１ 協定校が語学要件・成績要件を定める場合，その要件を

必ず満たさなければならない。

※２ この制度により留学を希望する場合は，留学交流推進課

に問い合わせること。

来年春からの
留学開始OK！

５．海外留学における英語資格試験

◇留学における英語資格試験の概要◇
以下の場合は，TOEFL iBTまたはIELTS(Academic Module)
のスコアが原則として必要

 「大学間交流協定校への交換留学」で，英語圏へ留学する場合

 「UMAP多大学間学生交換プログラム」で留学する場合

※1:ショートプログラムに参加する場合は，英語圏でも不要

＜両試験の共通点＞

• Reading, Listening, Speaking, Writingの4部から構成

• TOEICと比較し，アカデミックな出題

＜両試験の主な違い＞

• TOEFL iBTは主にアメリカ英語，IELTSは主にイギリス英語

• TOEFL iBTはコンピュータ受験，IELTSは記述式の筆記試験

• TOEFL iBTには複合問題がある，IELTSに複合問題はない



8

◇協定校が定める英語要件(例)◇
カナダ・ニューブランズウィック大学(UNB) TOEFL iBT IELTS (academic

module)

学部
Fredericton Campus 92以上 6.5以上

Saint John Campus 80以上 6.5以上

オーストラリア・シドニー工科大学(UTS) TOEFL iBT IELTS (academic

module)

(1)オーストラリア言語文化課程コース
35以上

（writing 17以上)

5.0以上

（writing 5.0以上）

(2)正規履修科目コース

学部

Most programs (except below) 79以上
（writing 21以上）

6.5以上
（writing 6.0以上）

All Teacher Education, 
Pharmacy

94以上
（writing 23以上）

7.0以上
（writing 7.0以上）

Engineering & IT undergraduate 
programs

60以上
（writing 21以上）

6.0以上
（writing 6.0以上）

◇注意点◇
• 情報は変更になる場合があるので，
必ず定期的に公式サイトを確認

• スコアの有効期限は，どちらも受験日から2年間

• IELTSには，学術的なAcademic Moduleと
一般的なGeneral Training Moduleがあるが，
必ずAcademic Moduleを受験する

• 受験日や受験地の制限に注意

＜試験の難易度について＞

• 語彙の一例：glacier, fauna, envisage
※上記単語は下記より抜粋

- TOEFLテスト英単語3800 4訂版 (TOEFL(R)大戦略)(神部 孝 著)

- Cambridge Vocabulary for IELTS Book with Answers and Audio CD 
Paperback (Pauline Cullen著)

【参】 TOEFL iBT Speakingセクション
複合問題の出題例

①Reading
45秒で文章を読む →
（その後文章は消え，
二度と確認できない）

②Listening
文章の内容に基づき，
教授が講義を行う →

③Speaking
Listening後，30秒で準備し，ReadingとListeningの内容に
ついて，1分間で口頭要約する
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【参】IELTS Writing 出題例

下のようなグラフや図を見て，150ワード以上のレポートを30分
程度で書く

６．留学希望者へのサポート

◇留学交流推進課によるサポート◇
新潟大学ホームページ

キャンパスライフ

⇒ 国際交流・留学情報

⇒ 海外留学

–留学・奨学金の案内や，留学体験談などを掲載

http://www.niigata-u.ac.jp/campus/international/study-abroad/

留学相談（留学カウンセラー資格を持つ職員が対応）

◎予約方法

⇒「新潟大学の留学制度について」7ページ
http://www.niigata-u.ac.jp/campus/international/study-abroad/support/

http://www.niigata-u.ac.jp/intl/
http://www.niigata-u.ac.jp/campus/international/study-abroad/support/
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◆ひとことアドバイス◆

• 留学へのアクションは早めに！

–いつ留学するのか，タイミングを見極める

–家族とのコミュニケーション

–語学力が求められる場合は，今すぐ試験準備を

• まずはショートプログラムから参加してみよう

–交換留学など，長期留学を行う学生の多くは，
ショートプログラムに参加した経験がある

– 「留学とはどういうことか」が実感でき，
モチベーションアップにつながる

◇留学の準備・留学疑似体験◇

“英語等の外国語で”学ぶ授業を２００科目開講

外国人留学生とともに学ぶ

日本文化，地理・歴史など，

英語で説明できるようになる

自分の専門分野の基礎を

英語で理解できるようにする

“英語で”学ぼう！

７．渡航先での危機管理について
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海外渡航が決まったら・・・

１．海外渡航計画書を提出 （注）「海外旅行計画書」から名称・様式変更

所属学部・研究科の学務係へ必ず提出してください。
（個人での海外旅行を含みます）
【参】長期留学の際は，「留学申請書」も提出する

２．たびレジに登録
旅行日程・滞在先・連絡先などを登録すると，滞在先の最新の海外
安全情報や緊急事態発生時の連絡メール，いざという時の緊急連
絡などが受け取れるシステム。

https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/
【参】３ヶ月以上の滞在の場合⇒「在留届」を提出

◇たびレジ・海外渡航計画書◇

◇海外旅行保険◇
海外での治療費は高額

クレジットカード付帯の補償は不十分

⇒海外旅行保険に必ず加入！

◇危機管理情報◇
危機管理情報 ※日本のように安全な国は少ない

-外務省「海外安全ホームページ」
（http://www.anzen.mofa.go.jp/）
-各国の「日本大使館」ホームページ
⇒常に危機意識を持って慎重に行動する！

◆新潟大学の留学制度に関すること
留学交流推進課 海外留学担当
【メール】studyabroad@adm.niigata-u.ac.jp

※所属・在籍番号・氏名を記載のこと
【電話】０２５－２６２－７３３２

◆留学の奨学金に関すること
留学交流推進課 海外留学奨学金担当
【メール】haken-shougaku@adm.niigata-u.ac.jp

※所属・在籍番号・氏名を記載のこと
【電話】０２５－２６２－７６３１

（参）留学交流推進課について

【オフィスアワー】平日8:30～17:15（休日，祝祭日，年末年始等を除く）

【アクセス】総合教育研究棟D棟３階（キャリアセンター脇の階段を登って左側）

＜問い合わせ先＞

https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/
http://www.anzen.mofa.go.jp/
mailto:studyabroad@adm.niigata-u.ac.jp
mailto:haken-shougaku@adm.niigata-u.ac.jp
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留学の奨学金について

平成29年10月

学務部留学交流推進課

海外留学奨学金担当

◆給付型奨学金

返還義務のない奨学金

返還義務のある奨学金

◆給付型奨学金

１．（独）日本学生支援機構（JASSO）

海外留学支援制度（協定派遣）

→JASSOに採択されたプログラムが対象

２．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～
→学生が立案・作成した留学計画を支援

留学先が大学でなくとも応募可能
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１．JASSO海外留学支援制度（協定
派遣）

支給要件

・成績評価係数2.30以上
→○前年度の成績から算出

※前年度の成績がない場合は，選考時の
前学期分の成績から算出

○GPAとは異なるので注意

・家計基準
※その他，要件あり。

１．JASSO海外留学支援制度
（協定派遣）

＜家計基準：第二種奨学金在学採用家計基準＞

学部生
年収・所得の上限額

給与所得世帯 給与所得以外

３人世帯
自宅 1,036万円 604万円

自宅外 1,083万円 651万円

４人世帯
自宅 1,120万円 688万円

自宅外 1,167万円 735万円

５人世帯
自宅 1,288万円 856万円

自宅外 1,382万円 950万円

１．JASSO海外留学支援制度（協定
派遣）

支給額
・指定都市 月額10万円（シンガポール等）

・甲地方 月額8万円（アメリカ，カナダ，ドイツ，

フランス，イギリス，トルコ等）

・乙地方 月額7万円（オーストラリア，ロシア，

韓国等）

・丙地方 月額6万円（中国，台湾等）
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２．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～
◇文部科学省初の官民協働プロジェクトに

よる奨学金制度

◇日本代表プログラムの目的

○“産業界を中心に社会で求められる人材”，

“世界で活躍できる人材”の育成

○学生の海外留学を促進するという観点から，

各領域でリーダーシップを発揮する多様な

人材を支援し，海外留学の機運を高める

２．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～

応募要件あり。書面審査（一次審査），面接
審査（二次審査）を経て採用。成績要件なし

内容
・月額 12万又は16万円

（大学オープンコースは一律6万円）
・留学準備金 アジア地域 15万円

上記以外の地域 25万円
・授業料(専門分野授業のみ)30万円又は60万円

２．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～

今後の募集スケジュール
【第9期】
募集開始：H29年12月上旬
学内応募エントリー期限：H30年2月下旬(予定)
対象：H30年8月18日～H31年3月31日に開始する

留学

※第13期（H32年度後半に留学開始）まで募集予定。
第10期以降は支援人数，支給金額等が変わる可能性あり
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◆貸与型奨学金

奨学金の名称：

（独）日本学生支援機構（JASSO)
第二種奨学金（短期留学）

⇒学生支援課奨学支援係（五十嵐キャンパス・
総合教育研究棟１Ｆの①番窓口へ
問い合わせてください（TEL: 025-262-7337）
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