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１．はじめに



新潟大学における海外留学について

新潟大学では，海外留学の実施にあたり学生の皆さんの安全を最優先とし，留学先国・地域について，外務
省から危険情報（感染症危険情報を含む）「レベル２：不要不急の渡航は止めてください。」以上が発出さ
れている場合，留学プログラムを中止又は延期することを原則としています。ただし，外務省の感染症危険
情報がレベル２又は３の場合であっても，その事由が新型コロナウイルス感染症の影響であり，かつ危険情
報がレベル１以下である場合は，一定の条件を全て満たした場合に限り，渡航が可能です。
また，危険情報及び感染症危険情報共にレベル１以下の場合においても，新型コロナウイルス感染症による
リスクを認識し，それらの対応方法の理解を深めてもらうために，一定の条件を伴った手続きを設定してい
ます。



1. 渡航先国・地域について，外務省の危険情報・感染症危険情報がいずれも１以下である。又は，外務省
の感染症危険情報レベルが２又は３であっても，その事由が新型コロナウイルス感染症の影響で，かつ
危険情報がレベル１以下である。

2. 渡航先国・地域への渡航手段があり，入国に必要な手続き（水際対策，査証等）について把握している。
※通常，日本からの短期滞在者に対し査証免除が適用される国においても，新型コロナウイルス感染拡
大の影響により，査証免除の停止措置が取られている場合がある。

3. 渡航前に，渡航先での安全な滞在先が確保できる。

4. 渡航先国・地域において法令等による行動制限がない，または制限がある場合も，目的とする活動が十
分行える状況であると判断できる。

5. 渡航先国・地域の最新の感染状況が把握できており，その医療体制が十分整っていることが確認できて
いる。

6. 渡航先国・地域において，感染の疑いが生じた場合，濃厚接触者となった場合，感染した場合に，取る
べき行動及び相談先を把握している。（相談先の例：新潟大学が加入指定する危機管理サービスにより
提供される日本アイラック安心サポートデスク）

7. 渡航中の疾病に対し、十分な補償が受けられる海外旅行保険（新潟大学が指定する学研災付帯海外留
学保険）に加入する。

8. 新潟大学が指定する危機管理サービスに加入する。

9. 日本への帰国に際し，日本政府が定める「水際対策強化に係る新たな措置について」及び本学の定め
る帰国の際に取るべき行動について確認し，遵守すべきであることを理解している。

※参加を希望している留学プログラム，及び学生本人が以下の条件を満たすこと
ができた場合，感染症危険情報レベル別・プログラム別手続きを行ってください。





2. 新潟大学の留学制度



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～数か月程度
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！

新潟大学の留学制度



留学制度と支援
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奨学金（返済不要）による支援が充実！

留学情報の提供・留学相談が充実！

安全に海外に渡航するための指導を徹底！

「国際交流・留学」ホームページ

https://www.niigata-u.ac.jp/international/

留学のサポート

パンフレット「海外留学ガイド」も
活用しよう！HPにも掲載しています



留学プランを考えてみる
海外留学ガイド p.4～5



3. ショートプログラム



ショートプログラムって何？
➡ 語学研修や異文化体験等を目的として
夏休みや春休みに実施される，全学部の学生
を対象とした1週間～5週間程度のプログラム
（実渡航型・オンライン型）

海外が初めての方でも参加しやすい！
語学力に自信がなくてもOK！（語学要件なし）
返済不要の奨学金（月額6～10万円）の対象 ※要件あり

 Gコード科目として実施（２単位～6単位）

＜情報を得るには＞
• HPをチェック！

• 学務情報システムのメールをチェック！

• 募集説明会に参加する

ショートプログラム

海外留学ガイド p.8～14



◇春季休業募集予定のプログラム◇

オーストラリア多文化共生社会体験プログラム
– 【日程】2023年2月18日(土)～3月18日(土)予定（29日間）

– 【研修内容】海外での異文化体験，英語研修

– 【参加費用】約65万円程度（返済不要の奨学金の対象）

オタゴ大学英語研修・オンライン
– 【日程】2023年2月27日(月)～3月10日(金)予定（10日間)

– 【研修内容】英語研修

– 【参加費用】約6.5万円程度(NZD798)（参加費支援金の対象）

シンガポール・スプリングセミナー・オンライン
– 【日程】2023年2月27日(月)～3月9日(木)予定（9日間）

– 【研修内容】英語研修，日系グローバル企業セッション

– 【参加費用】約3.5万円程度（参加費支援金の対象）

実渡航型

集中英語学習

キャリア



◇募集説明会日程◇

詳細は、決まり次第HPに掲載します。

https://www.niigata-u.ac.jp/international/study-abroad/short-term/

オーストラリア多文化共生社会体験プログラム

①10月24日（月）16:30～17:30 Zoom
②10月25日（火）16:30～17:30 場所：総合教育研究棟F371

シンガポール・スプリングセミナー・オンライン

10月27日（木）12：00～12：45 Zoom

オタゴ大学英語研修・オンライン

10月26日（水）12：00～12：45 Zoom

https://www.niigata-u.ac.jp/international/study-abroad/short-term/


4. 専門分野プログラム



・専攻に応じて専門分野を海外で

学ぶプログラム。

・基本的に，プログラム実施学部

に所属する学生が対象。

・最新の情報は，所属学部学務係

で確認してください。

海外留学ガイド p.15

専門分野プログラム



5. 交換留学



交換留学とは
➡新潟大学と協定を結んでいる海外の大学（協定校）へ留学し，
交換留学生として外国語や専門科目を学ぶ制度

 留学期間は1学期間（約半年）または2学期間（約1年）
 新潟大学に在学したまま留学（休学ではない）
 留学期間は卒業に必要な修業年限に含まれる
 単位互換の仕組みあり※詳細は所属学部で要確認

 新潟大学に授業料を納めれば，留学先では授業料を支払う必要がない
※授業料不徴収協定が結ばれている場合。一部例外あり。

 返済不要の奨学金（月額6～10万円）の対象 ※要件あり

 協定校が定める要件あり
・語学要件（英語圏の場合は必須）・成績要件

詳しくは「交換留学」動画説明をご覧ください！

海外留学ガイド p.16～18

交換留学



○募集時期

応募のチャンスは年２回。募集の時期が早いので要注意！

- 2～3月頃に開始する交換留学 ⇒前年の6～7月頃に募集

- 8～9月頃に開始する交換留学 ⇒前年の10～11月頃に募集

2022年度第Ⅱ期募集（2023年8-9月頃開始分）まもなく募集開始予定

募集説明会：11月開催予定

詳細については、学務情報システム連絡通知でお知らせします。

＜主な募集対象校（予定）＞
韓国： 仁荷大学，漢陽大学
台湾： 国立中央大学
アメリカ： ロードアイランド（URI)，カリフォルニア州立大学ソノマ校
オーストラリア： シドニー工科大学（UTS)
フランス： ナント大学

海外留学ガイド p.16～18

大学間交流協定校への交換留学

詳しくはHPで！



◇交換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／部局間交流協定校への交換留学で，英語圏へ留学す
る場合（英語圏でなくとも，英語要件を課せられる場合あり）

＜協定校が定める英語要件の例＞

大学間交流協定校 TOEFL iBT IELTS (Academic 

Module)

アメリカ・
ロードアイランド大学

79以上 6.5以上

オーストラリア・
シドニー工科大学

オーストラリア言語
文化課程コース 35以上 5.0以上

正規履修科目
コース 79以上 6.5以上

早めの準備を
オススメ！
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語学学習（英語、現地語）

英語科目でTOEFLやIELTSの試験対策ができる！
長期留学を目指す学生の皆さん向けに、TOEFL iBT Preparation、IELTS Preparation、中級
EAPや上級EAPの英語科目が開講されています。

FL-SALC（エフエル・サルク）を活用しよう！
中央図書館ラーニング・コモンズ2階の外国語学習支援スペース、FL-SALCでは、留学生との
英語や初修外国語による自由会話、英語学習に関する個別相談・個別指導、英語のライティン
グ指導、テーマ別グループ学習などの活動を行っています。

また、TOEICやTOEFLをはじめとする各種検定対策用の教材、楽しみながら外国語の力を強化
できるマンガや本、海外ドラマDVD等が配架されています。新潟大学の学生なら誰でも利用OK!
積極的に利用して、卒業までに英語や初修外国語を使えるようになりましょう。

⇒ 2022年度も で様々な活動が進行中！

FL-SALC Twitter FL-SALC Facebook



6. 留学の安全・危機管理



外務省海外安全ホームページ https://www.anzen.mofa.go.jp/

◆留学・海外渡航を考えるなら必ずチェック！◆

ホームページ

https://www.anzen.mofa.go.jp/


◆危険情報の確認＆「たびレジ」活用◆
新潟大学では，危険情報（感染症危険情報含む）レベル２「不要不急の渡航は
止めてください。」以上の国・地域や，スポット情報で渡航自粛が呼びかけられ
ている国・地域への渡航は禁止しています。必ず確認してください。

自分が留学（渡航）する先の国・地域名を入力，
または地図上でクリック！

外務省からの最新の安全情報を日本語で受信できる，海外安全
情報配信サービス 。渡航予定がなくとも簡易登録OK！
今から登録して，留学希望先の情報収集に活用してください。



◇渡航前安全管理オリエンテーション◇

〇長期休暇前の6-7月頃及び12月頃の年2回
〇渡航する前に知っておくべき 危険回避，安全
対策など について，専門家を招いてオリエンテー
ションを開催

＜次回12月開催予定（Zoom開催）＞
開催日程等，詳細については後日HPに掲載するほか，学務情
報システムの連絡通知によりお知らせします。
※海外渡航予定のある方は， 必ず参加するようにしてください。



7. 留学希望者へのサポート



留学の奨学金について



◆給付型奨学金
返済が不要な奨学金

返済が必要な奨学金

◇奨学金の種類◇



◇新大生にとって身近な給付型奨学金◇

海外留学ガイド p.19

奨学金の名称等 対象 応募方法

JASSO海外留学支援制度
（協定派遣）

JASSOに採択された
新潟大学のプログラ
ム

参加するプログラムの
担当教職員または所属
学部・研究科学務係に
確認してください。

新潟大学派遣留学支援制度
（セメスター留学奨学金）

１学期間または２学
期間の交換留学等

学内募集時に，所属学
部・研究科学務係を通
じて学生が応募



◇支援内容◇

●奨学金月額

・指定都市 10万円（シンガポール等）

・甲地方 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 7万円（オーストラリア，ニュージーランド， ロシア，韓国
フィリピン等）

・丙地方 6万円（中国，台湾，スリランカ等）

●渡航支援金【家計基準・要件あり】
経済的に困窮した留学希望者が一定の家計基準（第二種奨学金家計基準とは異
なる）を満たした場合に，毎月の奨学金に加え、最初の支給月に32万円支給。

※渡航支援金についての，その他の要件及び詳細は，下記URLから確認してください。
(HP)「新潟大学 国際交流・留学」⇒「海外への留学」⇒「海外留学の奨学金」⇒

「JASSO海外留学支援制度」
https://www.niigata-u.ac.jp/wp-content/uploads/2022/03/tokousien.pdf

https://www.niigata-u.ac.jp/wp-content/uploads/2022/03/tokousien.pdf


官民協働海外留学支援制度

～トビタテ！留学JAPAN
新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

◇「新日本代表プログラム」の目指す人材像

：留学を通じて得たものを社会に還元し，

「自ら社会に変革を起こしていくグローバル

リーダー」

◇留学に先立ち，自身が立案・作成した留学

計画について大学を通して申請

次期（2023～2027年度）実施決定



◇留学奨学金関連ウェブサイト◇
(HP)「新潟大学 国際交流・留学」⇒「海外への留学」
⇒「海外留学の奨学金」

https://www.niigata-u.ac.jp/international/study-
abroad/scholarship/

https://www.niigata-u.ac.jp/international/study-abroad/scholarship/


◆留学ガイダンス動画・資料掲載ページ◆

https://www.niigata-u.ac.jp/international/study-abroad/system/support/

以下の説明動画＆スライド資料を掲載しています！
〇新潟大学の留学制度・留学プログラムについて
〇交換留学について
〇留学の奨学金について

https://www.niigata-u.ac.jp/international/study-abroad/system/support/


●留学相談（留学カウンセラー資格を持つ職員が対応します）

メールで申し込んでください（宛先：studyabroad@adm.niigata-u.ac.jp）

【件名】メール・電話・オンライン相談申込
【メール本文】
・氏名・学部・学年・在籍番号
・全学対象留学ガイダンスへの参加有無
・相談内容 ※できるだけ具体的に
・（電話・Zoom相談を希望する場合）相談希望日（複数日時）と電話番号

●その他、お問い合わせはこちらへ

学務部 留学交流推進課 派遣留学係
【メール】studyabroad@adm.niigata-u.ac.jp

※所属・在籍番号・氏名を明記してください

【電話】025-262-6797・7332・7631

【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）

留学相談の窓口はこちら

mailto:studyabroad@adm.niigata-u.ac.jp
mailto:studyabroad@adm.niigata-u.ac.jp

