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As the globalized world has become more diversified in the 21st century, international education 
initiatives at YNU have matched these changes with innovative programs that allow regular sojourns to 
various parts of the world. As I write in January 2021, the coronavirus is raging and study abroad is at a 
standstill. What study abroad will look like post-corona is anyone’s guess. However, we believe the one 
semester or one year study abroad experience is still central to international education in the 
Department of Economics. Complementary programs that help you prepare to spend a year on an 
overseas campus are available, such as the Applied Economics Intensive at University of Edinburgh. In 
addition, you can choose to build on your overseas experience on Euro-Japan Dialogue or Asia 
Dialogue, which offer specialized academic skills training specifically for budding economists. All these 
programs fall under the auspices of Global Studies in Economics, a strategy devised to make it possible 
to have a Study Abroad experience during each of your four undergraduate years. This guidebook will 
help you to chart your own personal course within Global Studies in Economics.  

You should start your preparation for international education immediately. Study abroad is an 
experience every student should have. It broadens your horizons, offers you unique experiences, and 
develops character. A positive attitude, curiosity and a sense of self-reliance are vital. Most important 
of all is to prepare thoroughly for your study abroad adventure. The following points will help you 
engage effectively with the preparation process. 

1. Read Economics textbooks in English.
Your reading lists will include Principles of Microeconomics by N. Gregory Mankiw and
Intermediate Microeconomics by Hal R. Varian. You should read these books in both English and 
Japanese. You should also find out the required reading in the core subjects and try to read those 
materials in the language of your preferred destination. Keep up to date with the global economic 
situation by reading in English at sites such as The Economist [www.economist.com] and The Financial 
Times [www.ft.com].

2. Study the target language intensively.
You should already be studying the language of your preferred destination every day. Search online for 
free language learning sites: there are literally thousands. For British English, try the BBC’s Learning 
English site:
https://www.bbc.co.uk/learningenglish/
If you are interested in French, Spanish, German,
Italian or Portuguese, you should check out
https://www.duolingo.com/

3. Familiarise yourself with language tests like TOEFL iBT and IELTS.
All our programs have a language requirement. For English-medium institutions, this means TOEFL 
iBT or IELTS. You should take these tests early, get to know the format, and practice as much as 
possible. The sooner you get to grips with these tests, the easier your path to study abroad will be.

4. Gather information．

How do you know which country and university is right for you? Come to the 派遣留学（派遣）説明会

where you can talk to former participants and benefit from their experience. Study abroad is generally 
a positive experience, but you will inevitably have times when you have to deal with some degree of

Welcome to Global Studies in Economics
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For Advanced 

For Intermediates 

culture shock, and the negative effects of this are reduced for students who are well-prepared. Seek out 
our visiting exchange students and ask about their home universities. Take 国際交流科目 to get a feel 
for studying in an international setting. 

5. Keep up to date with current affairs in Japan.
Discussions abroad, both on and off campus, will see you being asked to explain or comment on things
going on in Japan. How much you gain from these interactions will partly depend on how
knowledgeable you are about your own country.

In conclusion, the study abroad programs on offer at YNU are a unique opportunity for you to have a 
life-enhancing experience. After graduation, you may never get the chance to study abroad again. I urge 
you to take full advantage of Global Studies in Economics, and to be well-prepared when you do. 

 

 Applied Economics Intensive 
at University of Edinburgh  

Global Applied Economics Forum 

中級者：欧州英語討論、アジ

ア英語討論、交換留学。複数

履修可能
交換留学（派遣）： 

日本学生海外留学支援制度

（協定派遣）奨学金（成

績・家計基準あり） 

上級者：高度な英語力をも

つもの（帰国生等）交換留

学経験者、または中級者対象

のプログラムを履修した者 

初級者：夏季集中講座 
エディンバラ大学サマース

クール：日本学生海外留学

支援制度（協定派遣）奨学

金（成績・家計基準あり）

For Beginners 

Welcome to Global Studies in Economics

Euro-Japan
Dialogue

Outbound 
Study Abroad 

Asia 
Dialogue
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グローバル化した世界が 21世紀なり益々多様化しています。この変化に対応するために本学の国際教育

事業も先駆的な教育活動を提供しています。この教育活動に参加することにより学生は世界の様々な地域

に定期的に滞在し学習できます。現在コロナ渦にあり、派遣による海外学修はできない状態にあります。

ポストコロナにおける海外学修がどのようなものになるかは予測できません。しかしやはり、本学部国際

教育の要は半年から 1年の交換留学であると思います。本学部は交換留学予備教育プログラムとしてエデ

ィンバラ大学で実施される「アプライド・エコノミクス・インテンシブ（経済学を学ぶ学生のための夏季

英語集中講座）」を提供しています。その他にも、欧州英語討論会やアジア英語討論会で海外経験を積む

という選択もできます。英語討論会では将来エコノミストとして活躍する人たちに必要なアカデミック・

スキルのトレーニングを行っています。交換留学、アプライド・エコノミクス・インテンシブ、そして英

語討論会を「グローバル・スタディーズ・イン・エコノミクス」という名称のもとに統括し、4年間の学部

在学中に毎年、海外研修ができるように整備しています。このガイドブックを読み、グローバル・スタデ

ィーズ・イン・エコノミクスの履修計画を立ててください。 

 国際教育の準備は早めに取り掛かってください。留学は学生全員にしてもらいたい経験です。留学は視

野を広め、他では味わえないような体験ができ、自己成長が期待できます。積極的な姿勢、好奇心、自立

心を持つことが海外生活には不可欠です。しかし一番重要なことは周到な準備をすることです。効果的に

留学を準備するために以下のような助言をしたいと思います。 

１．経済学専門書を英語で読みましょう。 
 “Principles of Microeconomics”  ( N. Gregory Mankiw 著）、“Intermediate Microeconomics “ (Hal R. 

Varian 著) は必読書です。英語版と日本語版を読むことを薦めます。コア科目の必読文献を留学先の言語

でも読めるように心がけましょう。The Economist や The Financial Times のサイトで現在のグローバル経

済の状況を把握しておくことも大切です。

２．（目標）言語の学修に集中しましょう。

 当然のことながら、既に日々、派遣先国の言語を勉強していると思います。無料の語学学習サイトが多

数ありますから、自分に合うサイトを探してみましょう。以下のサイトを紹介します。

イギリス英語を学びたいのであれば、Learning English—BBC:

https://www.bbc.co.uk/learningenglish/

フランス語、スペイン語、ドイツ語、イタリア語、ポルトガル語圏へ留学するのであれば Duolingo：

https://www.duolingo.com/

３． TOEFLや IELTSなどのテスト形式を熟知しましょう。 

全ての派遣先大学には語学要件があります。英語をコミュニケーションの媒介としている教育機関の語

学要件は TOEFL iBT もしくは IELTS のスコアです。なるべく早く受験しテスト形式を熟知したうえで対

策してださい。早く着手すればするほど、交換留学への道は容易になります。

グローバル・スタディーズ・イン・エコノミクスにようこそ
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スウェーデン、ストックホルム商科大学院生とデ

ィスカッション （GAEF）

４．情報収集しましょう。 

 自分にとって適切な留学先はどの国なのか、またどの大学なのか、悩んでいるなら、交換留学（派遣）

説明会に参加し、留学経験者に相談するのもいいでしょう。留学経験者を大いに活用してください。留学

は概して、有意義な体験ですが、弊害も一つあります。それはある程度のカルチャーショックを受けると

いうことです。但し、用意周到であれば、カルチャーショックを最小限にできます。本学が受け入れてい

る交換留学生から出身大学の情報を収集し対策を講じてください。国際交流科目を履修すれば国際的な環

境で勉強することも体験できます。

5．日本の時事問題に精通しましょう。 

 学内であれ、学外であれ、海外でディスカッションを持てば必ず、現在日本で起きていることを説明

したり、それについてのあなたの考えが求められます。このような交流を通し、あなたが成長できるか

否かはある程度、あなたの日本についての知識量に比例すると言えるでしょう。

本学の海外研修プログラムは人生を充実させる貴重な機会です。卒業後には、このような交換留学の機

会は 2 度とありません。グローバル・スタディーズ・イン・エコノミクスを活用し、是非とも留学に向け

て充分な準備をしてください。

スペイン、ナバラ大学にて（欧州英語討論）

イタリア、ヴェネツィア・カ・フォスカリ大学

討論会を聞きに来た約 100 名の学生（欧州英語討論）

ポーランド、ヤギェウォ大学日本語授業聴講

（GAEF） 

グローバル・スタディーズ・イン・エコノミクスにようこそ
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 アカデミック英語を本格的に学習したい学生、英語を基礎から学びたい学

生のための４週間 80時間の夏季集中英語研修

 経済学を学ぶ学生のためのカリキュラム

 エディンバラ国際フェスティバル：サマースクール期間中、エディンバラ

では世界的な祭典が開催。世界最高水準のオペラ、音楽、演劇やダン

スなどの芸術鑑賞の機会

 エディバラ大学主催教科外活動：市内観光、フィールドトリップ、ス

コットランド伝統舞踊レッスン等

 2013年プログラム開始

 Homestay accommodation that offers authentic
English communication and peace of mind.

 A 4-week, eighty-hour summer course at a leading
university customised to the English language needs
of YNU Economics students

 A programme of extra-curricular events that includes
participation in the world-famous Edinburgh
Festival.

【募集期間】４月～５月

【対象】  全学の学生

【選考】  申請書

【費用】  £2,012（2019 年度実施額） 

 (¥283,893 1 ポンド=141.10 円（2021 年 1 月 17 日現在）) 

内訳：学費£1,200、宿泊費£812、行動費 £700（見学費、昼食代等の費

用を含む、過去参加者平均費用額）/航空代金 (¥120,000〜200,000) 

【事前学修】週１回程度昼休み（英語学修、連絡事項など）

【単位】  サマースクール参加のうえ、事前学修への参加と成果報告書（英語）提

出により２単位取得できる（H29 年度以降入学：学部教育科目の専門

応用科目の中の特殊講義）。

【履修登録】秋学期

【奨学金】 あり（成績・家計基準あり）

【実施期間】8 月～9 月（原則として現地集合現地解散） 
【評価】シラバス参照

【その他】

 夏季集中研修期間は現地の家庭にホームステイ

 全朝食・夕食（週 4 日）付。個室

 エディンバラ大学サマースクール申請手続き等は経済学部でサポート。

 エディンバラ大学が個別にパフォーマンスを評価し、英語学習について助言。

詳細は https://www.econ.ynu.ac.jp/international/gse/SummerSchool.html 

Applied Economics Intensive 
at University of Edinburgh 
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【募集期間】４月より 
【対象】 経済学部生優先

【選考】  面接（英語・日本語）、申請書

【費用】 ¥130,000〜140,000 （2019 年度北京師範大学訪問・受け入れの費用。費用は訪問国により異なる）

【事前学修】週 1 回程度昼休み（リサーチ、プレゼンテーション練習等、連絡事項など） 
【単位】 アジア英語討論会参加のうえ、事前学修への参加と成果報告書提出、成果報告会の参加により２単位

取得できる（H29 年度以降入学：学部教育科目の専門応用科目の中の特殊講義）。 
【履修登録】秋学期

【実施期間】9 月（SV）1 月（SS）（2019 年度北京師範大学訪問・受け入れの場合、期間は交流大学により異なる） 

【評価】シラバス参照

【プログラム内容】特定のテーマについて英語討論会（プレゼンテーション、ディ

スカッション）を実施。講演会・授業受講, 企業訪問・フィールドトリップ、

アジア諸国の学生や研究者との交流

 SV*（Short Visit）と SS（Short
Stay）から構成された相互交流のプロ

グラム（SV:本学部生が 1 週間ほどアジアの

大学を訪問する、SS: アジアの大学が本学を

訪問し 1 週間ほど滞在する）

 2010 年 プログラム開始

A year of intensive collaboration with 

universities in Asia. This multilingual, 

multicultural experience includes debate, 

discussion, presentation and cultural 

exchange. 

北京師範大学にて 

詳細は: https://www.econ.ynu.ac.jp/international/gse/debate_asia.html 

Dialogue Topics 
Local Government 
Regional Economic 
Development 
Aging Society 
Inequality 
Environmental 
Problem 
Labor Market 
Urban Transportation 
Problems  
Tourism Products 
Urban-Rural Issues 
Food Safety 
Energy 

Asia Dialogue  英語討論（アジア）

（本学で行われたディスカッション） 
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欧州の 2 大学を訪問し、現地の学生と英語討論会を行う（現地

集合現地解散）。高度なグローバル教養、アカデミック・スキ

ル、アカデミック英語力習得を目指す学生のためのプログラ

ム。

2006 年 派遣プログラム開始

Since 2006, Euro-Japan Dialogue has visited 27 

different university campuses in 19 countries across 

Europe: England, Wales, Scotland, Ireland, France, 

Germany, Estonia, Lithuania, Portugal, Spain, 

Greece, Romania, Italy, Turkey, Malta, Czech 

Republic, Finland, Croatia, and Slovenia. 

（ユライ・ドブリラ大学プーラ、クロアチア）

詳細は: 
https://www.econ.ynu.ac.jp/international/gse/debate.html 

 

Dialogue Topics 

Youth Unemployment 
Nuclear Power as Sustainable Energy 
Multiculturalism 
Declining birthrate: Target making babies or 
managing immigration? 
Carbon trading: Effective measure or too 
little too late? 
Education Styles: Are there economic 
consequences? 
Is immigration an effective measure to 
combat labour shortages? 
Gender roles in UK and Japan  
Ageing Society 
How well prepared are we for natural 
disasters? 
How can Japan and the UK help the euro? 
East Asian monetary union 
Japan and Ireland's bubble economies 
Inequality 
Pop Culture 
The EU and Japan 
Women in the Japanese Economy 
Japan's Economy in the 21st century 
The Economic Benefits of Multilingualism 
Migrant Labor and the Domestic Workforce 
Images of Estonia in Japan 
Japanese festivals 
The Economics of Tourism  
New Music Trends in Japan 
Marriage 
Over-tourism 

【募集期間】４月～５月

【選考】面接（英語・日本語）、申請書

【対象】経済学部生優先

【費用】¥300,000（過去参加者の平均費用額） 
【事前学修】週 1 回程度昼休み（リサーチ、プレゼンテーション練習

等、連絡事項など）

【単位】欧州英語討論会参加のうえ、事前学修への参加と成果報告

書提出、成果報告会の参加により２単位取得できる（H29
年度以降入学：学部教育科目の専門応用科目の中の特

殊講義）。

【履修登録】秋学期

【実施期間】 10 月～11 月（8 日間滞在、現地集合現地解散） 
【プログラム内容】欧州の 2 大学（2 都市）を訪問し英語討論会

（プレゼンテーション・ディスカッション）を実施、講演

会・授業受講、企業訪問、日本語学習支援、海外の学生や研

究者との交流

【評価】シラバス参照 

ユライ・ドブリラ大学プーラ

Euro-Japan Dialogue  英語討論（欧州）

（リュブリャナ大学、スロベニア↑ 宿泊

施設でリハーサル↓）
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ヤギェウォ大学日本授 ポーランド企業（KOMA）訪問、製品を説明する Wróbel 氏

↑ヤギェウォ大学 GAEFでのプレゼ

ンテーション、↓プレゼンテーシ

ョンを聞くヤギェウォ大学生

A project-based program designed to allow students 

with international experience to work intensively to 

develop the economic knowledge and academic 

English skills they have acquired. 

· 交換留学,英語討論会経験者,または高度な英語力を持つ学生

（海外在住経験者等）のためのプログラム

· 高い英語運用能力と確かな経済学の基礎知識が必要
2013 年プログラム開始

【募集期間】 ウェブサイトまたは掲示板参照

【選考】面接（英語・日本語）、申請書

【対象】経済学部生優先（応募資格：交換留学（派遣）経験者、欧州英語討論、アジア英語討論のいずれかを

履修したもの、もしくは高度な英語力を持つもの）

【費用】¥300,000（過去参加者の平均費用額） 
【事前学修】あり（リサーチ、プレゼンテーション練習等、連絡事項など）。 

【単位】GAEF 参加のうえ、事前学修への参加と成果報告書提出、成果報告会の参加により２単位取得できる

（特別増加単位）。

【履修登録】秋学期

【実施期間】 11 月～1 月頃（現地集合現地解散）但し訪問先大学により異なる。 
【プログラム内容】

 欧州、アメリカ、オセアニア、アジア等の教育機関

 英語討論会（プレゼンテーション・ディスカッション）もしくはテーマに応じた教育活動を実施する

 その他（講演会・授業受講、日本語学習支援、海外の学生や研究者との交流、テーマに関連する企業、機関を訪問等）

【評価】シラバス参照

詳細は:  https://www.econ.ynu.ac.jp/international/gse/debate_gaef.html 

GAEF visited; 

Dec 1-8, 2013  Chulalongkorn University, Thailand 
Nov 22-29, 2014     Royal Melbourne Institute of Technology, 
Australia 
Nov 16-23, 2016      Texas Southern University, USA 
Nov 13-21, 2017       Stockholm School of Economics, Sweden 

Nov 9-16, 2018      American University, USA         
Nov 12-19，2019 Jagiellonian University, Krakow, Poland 
 Oct. 23, 2020  University of Technology, Sydney   (online) 

Global Applied Economics Forum

Topics: 

Reflective Practice in Applied Economics 
Writing for TV, Writing for Film 
The University in the 21st Century 
Gender Equality and Women's Participation 
in the Labor Market in Japan 
The Trump Presidency Seen From Japan 
Women's Issues in Poland and Japan, 
Taboos 
YNU in 2070  
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海外の人々を相手に議論をするという貴重な機会を通じて、細かな文法や語法のミスを恐れず、まず声

に出して積極的にコミュニケーションを取ろうとする姿勢を得られたように思います。現在私は京都で家

業である造園業を継承しております。日本庭園には海外からの注目もあり、外国のお客様にプレゼンする

機会もありますが、その時には討論会での経験がとても役立っているように感じています。（欧州英語討

論→GAEF：自営） 

欧州英語討論会と GAEF に 4 年次に参加しました。海外経験がないことからなかなか勇気が出ませんで

したが、学生生活の最後に挑戦できたことは自信につながりました。プログラムを通して英語を使う力や

プレゼン力について失敗を重ねながらも学び、現地の学生との異文化交流を楽しむことができました。就

職後も海外発の情報取得や論理的な伝達という面で役に立つ力だと感じております。挑戦することで良い

経験が得られると思います。（欧州英語討論→GAEF：金融） 

横国を卒業後、日本の修士課程、２年間の在外公館勤務を経て、現在はカリフォルニアの大学で PhD 取

得に向けて研究をしています。横国から交換留学でアメリカに出るまで、海外に出たことは一度もありま

せんでした。今は英語が得意でないけれど海外での学修に興味があるという人にも交換留学や経済学部の

プログラムへの参加をお勧めします。語学は細く長く続けることが大事ですが一度プログラムを乗り切っ

た経験は、自信とモチベーションを与えてくれると思います。（交換留学→欧州英語討論→GAEF：大学

院進学後、在外日本大使館に勤務、現在米国で研究）

入学当時から国際交流に興味あり、欧州英語討論会やアジア英語討論会に参加させていただきました。

参加することによって違うバックグラウンドの人々と出会い、英語だけではなく国境を超えて幅広い視野

を持つことなどたくさんのものを学びました。そして、この経験を活かして、今はグローバル的な環境で

働いています。（欧州英語討論→アジア英語討論：大学院進学後、インターネット関連サービス業） 

アシア討論会と欧州討論会では、学年かかわらず仲間と同じ課題について取り組み、議論し、プレゼン

ト資料の準備を短時間でするというすべてが新たな経験であり、ワクワクする毎日でした。海外の学生と

交流することで異文化の理解、グローバルな考え方などが今でも仕事に役立っています。ぜひ語学スキル

アップといろいろ経験できる良い機会にしてください。（欧州英語討論→アジア英語討論→GAEF:大学院

進学後、インターネット関連サービス業）

海外学修は毎日沢山の「何故」に出会える絶好のチャンスです。五感を使って体験する事で、無意識に

存在する自分の常識の枠を容赦無く破壊してくれます。より深くより柔軟に思考する為に必要な過程です

し、これからの時代でより求められる能力だと思います。私も縁もゆかりもないボストンの大学院に飛び

込んだ結果、ヒト・モノ・コトとの出会いによって視野や行動の選択肢が広がり、それが新たな体験を生

んでくれています。（欧州英語討論→アジア英語討論:米国の大学院に進学後、コンピュータ関連サービス

業）

GSE プログラムを通じて国際的な視野や教養に触れたことで、価値観が大きく変わり、興味・関心の幅

が広がりました。そして何より、プログラムに参加しなければ関わることのなかった、国内外の沢山の人

と出会い、様々な国に一生物の友人ができました。国境を越える移動の制限されているコロナ禍、オンラ

イン化が進み海外出張等の機会が減ると言われているポストコロナ時代だからこそ、実際に現地の人・学

生と交流することが今後ますます貴重な経験になると思います。（交換留学→欧州英語討論：メーカー）

Messages from GSE Alumni 
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企業訪問：ヴィエリチカ岩塩坑（ポーランド）  プリトヴィツェ湖群国立公園（クロアチア） 

2017 年に欧州英語討論会でバルト三国に、またその翌年の 11 月に GAEF のメンバーとして渡米しまし

た。「私達日本人にとっての当たり前は決して当たり前ではない」それを気づかせてくれるプログラムで

す。入社１年目の現在は日本のメーカーで海外営業として、欧米のお客様を中心に弊社の製品を継続的に

購入していただけるよう尽力しております。横国の英語討論会で培った、「1 つの考えにとらわれず多様な

意見·価値観を汲み取れる力」を今後も社会人として活かして行ければなと思っています。（欧州英語討論

→GAEF：メーカー）

4 年次に参加した討論会でアメリカの学生と交流しました。母国語が英語の学生は話すスピードが速

く、文化的な背景も異なるため討論を行うのはとてもチャレンジングな経験でした。この経験から、上手

くまとまっていなくてもまずは自分から発信するという姿勢が身に付きました。社会人生活において、立

場の異なる人に自分の意見を伝える機会が多くありますが、討論会での経験が活きていると感じます。

（エディンバラ大学サマースクール→欧州英語討論→GAEF：システムエンジニア）

欧州英語討論会では現地学生との議論や交流を通じて、その国の人々が持つ価値観に触れられ、さらに

日本に対して新しい気付きを得ることができ、2 週間程度のプログラムですが、それでも私の大学生活のな

かで価値観の幅を広げてくれた貴重な機会となりました。そして、この機会で得られたことは様々な価値

観を持つ方を巻き込みながら仕事を進めていく現職でも活かされています。（欧州英語討論：ウェブマー

ケティング）

エディンバラ国際フェスティバル（ミリタリー・タトゥー）

Messages from GSE Alumni 



11

エディンバラ大学 サンディエゴ州立大学
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 2003年～2020年留学派遣先大学 

ここには経済学部が過去に派遣した大学を掲載していますが、交換留学募集対象協定校は更新されますので、

以下の大学に常に留学できるとは限りません。本学の国際交流・留学のウェブサイト（国際戦略推進機構トップ

【1】 USA （6 大学）

サンディエゴ州立大学 San Diego State University
所在地：5500 Campanile Drive, San Diego, CA 92182
派遣可能プログラム：Department of Economics （College of Arts & Letters 内、その他： 州立大学。カリフォルニ

アで 3 番目に古い大規模大学。学部､コースが多数。留学生も多い｡派遣可能プログラム：Department of Economics 
（College of Arts & Letters 内、その他： 州立大学。カリフォルニアで 3 番目に古い大規模大学。学部､コースが

多数。留学生も多い.

1８名 

カリフォルニア州立大学サクラメント校 California State University, Sacramento
所在地：6000J Street, Sacramento, CA95819
派遣可能プログラム：Department of Economics  その他：州立大学。留学生比率:2% (70 ｶ国)。 カリフォル

ニア・ステートグループ 23校の内､6番目に大きい｡自然と都市のバランスがいい｡

2 名 

ジョージア大学  The University of Georgia 
所在地：Athens, Georgia 30602 
派遣可能プログラム：Department of Economics （College of Business 内） その他 : 州立大学。留学生比率 :
6%(127 ｶ国) 学生数が多い 国際交流も盛ん(139 プログラム)｡アトランタに近い｡ 

3 名 

ウエスタン・ワシントン大学 Western Washington University
所在地：516 High Street Bellingham, WA 98225
派遣プログラム：Department of Economics  その他：州立大学。2013 年度フルブライト奨学金受賞者をもっとも

輩出。シアトル、バンクーバーに近く都会を満喫できる一方、ベリンガムは自然豊かで治安が良い。

1 名 

サンノゼ州立大学    San Jose State University
所在地：One Washington Square, San Jose, CA 95192
派遣プログラム：Department of Economics (School of Social Sciences 内) その他：州立大学。留学生比率: 4%、

シリコンバレーの中心地に位置した大規模大学。アジア、ラテン系多い。留学生は特にインドと中国が多い。23
の講義棟、７つの寮がある大規模大学。コンピュータ工学、生産、製造技術学科は有名（全米５位）。気候温

暖、サンフランシスコに近い。

3 名 

ユタ州立大学 Utah State University
URL: http://www.usu.edu/  所在地： Logan, Utah 84322
派遣可能プログラム：Department of Economics

その他：州立大学。大自然に囲まれた総合大学｡留学保険が特殊、事前に調べる必要あり。

8 名 

 経済学部では本学部生を半年から 1年間、協定校に派遣することにより、世界に通用する高い実践的専

門能力を備えたエコノミスト（経済のメカニズムを理解して自ら思考・行動できる人材）を育成すること

を目指しています。 

 留学の機会を最大限に活用するためにも本学では履修できない経済学の科目やグローバルスタンダード

の経済学を派遣先国の言語で学修したり、派遣された地域に特有な経済、財政などに関する授業を履修し

専門性を高めてください。高度な語学力を習得するだけではなく、派遣先国の学生や教職員等とのアカデ

ミックな活動や社会的活動を通し、異文化理解力を向上させてください。

Outbound Study Abroad       交換留学（派遣）実績

→協定校のご案内→大学間交流協定一覧）で確認してください。

https://www.kokusai-senryaku.ynu.ac.jp/partner/univ_list.html

経済学部では派遣先大学で経済学の専門科目の履修を奨励しています。全ての協定校で経済学を履修できるわけ

ではありませんので、必ず留学を希望する大学のウェブサイトでも経済学科目の履修できるかについて、各自で調

べて下さい。さらに留学先国（自然環境、経済・社会・政治、歴史、文化等）についても入念に調べ留学希望大学

を決定して下さい。

https://www.kokusai-senryaku.ynu.ac.jp/index.html
https://www.kokusai-senryaku.ynu.ac.jp/index.html
https://www.kokusai-senryaku.ynu.ac.jp/partner/index.html
http://www.usu.edu/
https://www.kokusai-senryaku.ynu.ac.jp/partner/univ_list.html
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【2】 カナダ （1 大学）

トロント大学人文科学部 募集停止  3 名 

【3】 ドイツ （2 大学） 

エルフルト大学 Universität Erfurt
所在地：Postfach 900221, 99105 Erfurt
派遣可能プログラム：Economics & Social Sciences マックスウエーバー研究所  その他：公立大学。旧東ドイ

ツの有名大学｡教育環境は良い。1502 年マルティン・ルター卒業｡授業は基本的にドイツ語（英語クラスあり）。

4 名 
欧州英語討

論会開催

オスナブリュック大学  Universität Osnabrück
所在地：49069 Osnabrück, Neuer Graben/Schloss
派遣可能プログラム：法学､経済経営 その他：州立大学。オスナブリュック市は「平和都市・オスナブリ

ュック」をうたっている。又環境保全に熱心｡経済学を学ぶにはドイツ語必須。日本研究センターがある。 

3 名 
欧州英語討

論会開催

【4】 フランス  （2 大学） 

リヨン第３大学 Université Jean Moulin-Lyon 3 
所在地：1 rue de l'Universite -  69007 LYON  BP 0638-69239 Lyon Cedex 02 
派遣可能プログラム：経済学部（Letters & Civilizations 内）｡その他：国立大学。国際交流盛ん(協定大学：370 大学)｡ビジネ

ススクールは有名｡英語プログラム有り。法学、ビジネス、人文、言語、哲学に関する教育プログラム実施。

4 名 

パリ東大学クレテイユ校 Université Paris-Est Créteil Val de Marne
所在地：61 Avenue du Général de Gaulle, 94010 Créteil 
派遣可能プログラム：経済･経営学(Sciences économiques et de gestion) その他：国立大学。パリから 30 分の大規
模総合大学｡パリ大学グループでは比較的新しいが､EU 諸国との国際的研究に積極的｡欧州､北米から留学生が多
い。  

7 名 
欧州英語討

論会開催

【5】 UK （5 大学） IELTS 受験推奨。2015 年 2 月現在留学ビザを申請するに当たり、TOEFL を利用できません（変更の可能性もあ

りますので、必ず VISA 申請のホームページを確認ください）。
http://www.ukba.homeoffice.gov.uk/visas-immigration/studying/adult-students/can-you-apply/english-language/ 

カーディフ大学  Cardiff University
所在地：CF10 3XQ, Wales,
派遣可能プログラム：Cardiff Business School（カーディフ大学経済・経営学部）、その他：国立大学。日本研究盛ん。大学
寮：5,000 室あり（留学生優先）。ロンドンから 2 時間、英国内トップクラスの大学。

13 名 
欧州英語討

論会開催 

シェフィールド大学 The University of Sheffield
所在地：Western Bank Sheffield S10 2TN
派遣可能プログラム：経済学科（Department of Social Sciences 内）  その他：国立大学。7 学部、70 学科､54 研究所, 英国
内トップクラスの大学、QS ranking 上位 ｡語学教育有名｡ノーベル賞(科学･生理学)受賞者 4 人｡124 ｶ国から 3000 人の留
学生

5名

エディンバラ大学 The University of Edinburgh
所在地：49, Little France Crescent, Edinburgh, EH16 4SB
派遣可能プログラム：— その他：国立大学。イギリスの Ancient University 6 大学中の 1 校。長い歴史と伝統を誇るイギ

リス屈指の名門大学。QS /Times Higher Education World University Rankings ともに上位。

4名 
欧州英語討

論会開催 

AEI 開催 

イーストアングリア大学 University of East Anglia - UEA
所在地：Norwich Research Park Norwich NR4 7TJ UK
派遣可能プログラム：Faculty of Social Sciences その他: 国立大学。財界、政界に数多くの著名人を輩出している: Ian
McEwan, Kazuo Ishiguro, Anne Enright

6 名 
欧州英語討

論会開催 

ノッティンガム・トレント大学 Nottingham Trent University
所在地：Burton Street, Nottingham, NG1 4BU
その他：国立大学。

4 名 

【6】 ハンガリー （1 大学） 

セント・イシュトバーン大学 Szent István University
所在地：2100 Gödöllő, Páter Károly u. 1.
派遣可能プログラム：経済学部。その他:国立大学、英語で受講できる科目多数

3 名 

Outbound Study Abroad       交換留学（派遣）実績

http://www.uea.ac.uk/
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【7】 イタリア （2 大学） 

ピサ大学  Università di Pisa
所在地：Lungamo Pacinotti, 43 56126 Pisa, It 
派遣可能プログラム：受け入れは基本的に経済学部 (Contact Person: Prof. Marco Guidi, Faculty of Economics) 。 英語プ
ログラム。その他: 国立大学。部局:11 学部､57 学科、イタリアの一流大学。ノーベル賞受賞者(3)､大統領(2)､首相(2)

3 名 
欧州英語討

論会開催 

ヴェネツィア・カ・フォスカリ大学 Università Ca' Foscari Venezia 
所在地：Dorsoduro 3246 - 30123 Venezia, Italy 
派遣可能プログラム：Department of Economics (Economics and business)。その他；国立大学。留学生比率 10％。 イタリ
アで最初の、ヨーロッパでは 2 番目のビジネススクール。国際的プログラムも多く提供。英語による講義充実。日本語学科
は伝統がある。

1 名 
欧州英語討

論会開催 

【8】 マルタ （1 大学） 

マルタ大学  University of Malta 
所在地：Msida MSD 2080, MALTA 
派遣可能プログラム：経済経営会計学部  その他 :国立(マルタ共和国唯一の総合大学)。イギリス連邦加盟国。
地中海に位置するマイクロステート。公用語はマルタ語と英語(教育は英語で行われている)。  

2 名

欧州英語討

論会開催 

【9】 チェコ （2 大学） 

オストラバ工科大学 Vysoká škola báňská - Technická univerzita
所在地：VŠB Technical University of Ostrava
派遣可能プログラム：経済学部   その他:国立大学、物価が安い。

4 名

ズーリン・トマスバタ大学 Universita Tomáše Bati ve Zlíně
所在地：Mostmi ５１３９, CZ-760 01 Zlin, Czech Republic 
派遣可能プログラム：英語授業あり。その他:公立大学。2001 年設立（その前身である Slovak University of 
Technologyは 1960 年創立）。首都プラハから 300 ㌔に位置する。物価が安い。 

1 名 
欧州英語討

論会開催 

【10】 ベルギー （1 大学） 

リエージュ州大学校 Haute École de la Province de Liège
所在地：Avenue Montesquieu, 6  4101 Jemeppe / Liege, Belgium 
派遣可能プログラム：経済学部はあるが受入れは、International Business Program (英語)。２セメスター:インターン

シップ その他：国立

2 名 

【11】 フィンランド （1 大学） 

オウル大学  Oulun Yliopisto
所在地：Erkki Koiso-Kanttilan katu 3 90570 OULU

派遣可能プログラム：経済学部   その他：英語プログラムあり。 

2 名 
欧州英語討

論会開催 

【12】ロシア （1 大学） 

モスクワ大学アジア・アフリカ言語校  募集停止 

【13】 オーストラリア （3 大学）  

シドニー工科大学  University of Technology, Sydney
所在地：15 Broadway Ultimo NSW 2007
派遣可能プログラム：School of Finance & Economics (Faculty of Business 内)  その他:州立大学。ビジネスとエン
ジニアリングが中心の学校。TOEFL60（W17）／IELTS5.0 以上で Australian Language and Culture programに留学
できる場合もある（正規課程留学希望者を優先）。

13 名 

Outbound Study Abroad       交換留学（派遣）実績
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オーストラリア国立大学 Australian National University
所在地：Canberra, ACT 0200
派遣可能プログラム：経済学部(School of Economics 内)。その他: 国立大学 QS ranking上位。一部留学生に開放し
ていないクラス有り｡経済学部は伝統がある。

7 名 

マッコーリ大学 Macquarie University 
所在地：Balaclava Road, North Ryde, New South Wales
派遣可能プログラム：Department of Economics（国内トップクラス）その他:州立大学。100 ｶ国から留学生。

3 名 

【14】 ニュージーランド （1 大学） 

オタゴ大学  University of Otago
所在地：PO BOX 56 Dunedin
派遣可能プログラム：Department of Economics   その他: 国立大学。留学生:2,742 人(欧米からの留学生が多い)

6 名

【15】 韓国 （1 大学） 

嶺南大学校 Yeungnam University 
所在地：214-1, Dae-dong, Gyeongsan-si, Gyeongsangbuk-do, Korea 712-749
派遣可能プログラム：－   その他：私立大学。

1 名

【16】 フィリビン  （１大学）  

フィリピン大学 University of the Philippines 
所在地：1101 Diliman, Quezon City
派遣可能プログラム：社会科学部 その他:フィリピン唯一の国立大学、ディリマン、マニラ、ピサヤ、ミンダ
ナオ、ロスパニョス、パギオ、放送大学校から構成。

2 名 

【17】 ベトナム  （1 大学） 

ハノイ貿易大学 Foreign Trade University (FTU)
所在地：91 Chua Lang, Dong Da, Ha noi, Vietnam  844
派遣可能プログラム： 国際経済、財政金融、貿易、外国為替    その他:公立大学 

 1 名 

【18】 中国 （3 大学） 

華東師範大学 East China Normal University 
所在地：3663 Zhongshan Road North, Shanghai 200062 
派遣可能プログラム：-     その他：国立大学 

5 名 
アジア英語

討論会開催 

北京師範大学  Beijing Normal University
所在地：19 Xinjiekouwai Street, Beijing 100875 
派遣可能プログラム：経済経営学部  その他：国立大学 

アジア英語

討論会開催

対外経済貿易大学 University of International Business and Economics 
所在地：No.10,Huixin Dongjie, Chaoyang District, Beijing 
派遣可能プログラム：国際経済貿易学院など。  その他:国立大学 

1 名 

同済大学 Tongji University 
所在地： 1239 Siping Road, Shanghai, P.R. China その他：1907 年、Tongji German Medical School として創立。 

1 名 

【19】 タイ  （1 大学） 

チュラロンコン大学 Chulalongkorn University

所在地：254 Phayathai Road, Pathumwan, Bangkok Thailand. 10330 
その他：経済学部の International Program EBAあり。QS ranking 上位（社会科学） 

GAEF 開催 

【20】 トルコ  （1 大学） 

オージイン大学  Özyeğin Üniversitesi
所在地：Nisantepe Mevkii Orman Sok. No: 13 34794  Alemdag Çekmeköy
派遣可能プログラム：, School of Economics and Administrative Sciences, その他:私立大学。大学設備は近代的。法

学部以外の学部教育はすべて英語で行われている。

1 名 
欧州英語討

論会開催 

Outbound Study Abroad       交換留学（派遣）実績

http://www.jlu.edu.cn/
http://www.ozyegin.edu.tr/AKADEMIK-PROGRAMLAR/Iktisadi-ve-Idari-Bilimler-Fakultesi
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 2003年～2020年留学派遣先大学 

国 留学派遣先大学 人
数

計 国 留学派遣先大学 人
数

計

USA 

イリノイ大学 2 

37 

フランス

パリ東大学クレテイユ
校 7 

11 
カリフォルニア州立大学

サクラメント校 2 リヨン第三大学 4 

ウエスタン・ワシントン
大学 1 ハンガリー セント・イシュトバー

ン大学 3 3 

サンディエゴ州立大学 18 ロシア
モスクワ大学アジア・

アフリカ言語校 1 1 

サンノゼ州立大学 3 
チェコ

ズーリン・トマスバタ
大学 1 

5 
ジョージア大学 3 オストラバ工科大学 4 

ユタ州立大学 8 マルタ共和国 マルタ大学 2 2 

カナダ トロント大学 3 3 トルコ オージイン大学 1 1 

UK 

エディンバラ大学 4 

32 

ニュージーラン
ド

オタゴ大学 6 6 

カーディフ大学 13 

オーストラリア

オーストラリア国立大
学 7 

26 
シェフィールド大学 5 シドニー工科大学 13 

イーストアングリア大学 6 フリンダース大学 3 

ノッティンガム・トレン
ト大学 4 マッコーリ大学 3 

イタリア

ピサ大学 3 
4 

中国

華東師範大学 5 

7 ヴェネツィア・カ・フォ
スカリ大学 1 対外経済貿易大学 1 

フィンラン
ド オウル大学 2 2 同済大学 1 

ドイツ

エルフルト大学 4 
7 

韓国 嶺南大学校 1 1 

オスナブリュック大学 3 フィリピン フィリピン大学 2 2 

ベルギー リエージュ州大学校 2 2 ベトナム ハノイ貿易大学 1 1 

ジョージア大学 イーストアングリア大学学生寮 ダニーデン駅 （オタゴ大学最寄駅）

Outbound Study Abroad    2003年～2020年留学派遣先大学
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夏出発 冬出発

5 月、10 月頃

交換留学（派遣）オリエンテーション 

経済学部主催で，春学期および秋学期にそれぞれ開催する。 

その他に国際教育課主催のものもある。

秋派遣 春派遣 

交換留学派遣生の１次募集開始・締切 

経済学部及び全学における選考 

１次募集交換留学派遣候補生の発表（掲示） 

２次募集開始・締切 

経済学部及び全学における選考コ
 

交換留学派遣決定者の決定 

受け入れ先大学からの通知が来たら，経済学務係の窓口で出発前に 

必要な手続きを済ませること。 

留学許可書の発行

出発

帰国報告 
帰国後、３か所へ帰国報告をすること。

①経済学部留学担当教員 ➁経済学務係 窓口 ③留学交流係 窓口（学生センター２階）

※ゼミナール参加希望者は担当教員にも帰国及び履修の報告をすること。

成果報告会 
留学担当教員と留学希望学生に対するプレゼンテーション

11 月中旬 

発表

11 月下旬から 

12 月上旬

6 月以降 

順次

7 月

10 月中旬 

7～10 月

5 月、10 月頃

＜留学中＞ 
・留学交流係からの指示に従い、それぞれの提出先へ適切な書類を提出すること。

・留学許可期間外に外国に滞在する場合には、事前に別途「海外渡航届」を経済学務係に提出すること。

1年：5～9月 

半年:11月～3月

11 月下旬から 

12 月上旬

12 月以降 

順次

1 月

10 月中旬 

1～3月

1年：11～9月 

半年:5月～9月

＊交換留学派遣候補生・・・派遣先大学が内定した者

＊交換留学派遣生・・・・・留学先大学からの受け入れの許可の通知を受領した者

11 月中旬 

発表

A 交換留学派遣決定までの流れ 

（３次募集(春派遣)6月下旬開始・締切（発表：8月上旬） 該当無し    6月下旬 

1 月下旬 1 月下旬 ２次募集交換留学派遣候補生の発表（掲示） 

２次募集<追加募集>の募集開始・締切（発表：3月上旬） 
1月下旬から 

2 月上旬

1月下旬から 

2 月上旬

Outbound Study Abroad ： A 交換留学派遣決定までの流れ

1年：5月頃 

半年:10月頃

 1年：10月頃 

半年:5月頃 
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B交換留学（派遣）をするために必要なこと ―派遣決定前―
本学との協定校に交換留学生として派遣されるためには、主に以下の資格を満たしている必要があります。 
（※内容が変更する可能性があるので、該当年度の募集要項を併せて必ず確認すること。）  

Ⅰ．応募資格 

（１） 学業成績・人物共に優秀な者。

（２） 留学の目的及び計画が明確で、留学による効果が期待できる者。

（３） 応募時に本学学部又は大学院の正規課程に在籍しており、協定校が定める願書提出時から留学期間を

通じて本学学部又は大学院の正規課程に在学する者。なお、応募時に休学している者は渡航する月の

1 日までに復学し、在学証明書を留学交流係に提出すること。

※協定校によっては願書提出時に在学証明書の提出が求められる場合もあるので、その場合は願書提

出時までに復学しておくこと。

（４） 希望先大学が定める要件を満たしている者

（５） 派遣先における学修及び生活を十分に行うことができる語学力を有する者。

Ⅱ．語学要件 
語学要件は希望先大学によって異なるので注意すること。語学能力証明は受験日の指定があるので、募集要

項で確認すること。なお、派遣先大学申請時に語学証明書の有効期限（2 年）が切れる場合は再受験し、派遣先

大学が定める語学要件を満たさなければならない。 

派遣先大学での 

履修言語 
語学要件 

（1）英語 下記①②のうちで高い方のスコア 
① TOEFL iBT70 以上、もしくは IELTS5.5 以上（アカデミック·モジュール）
➁ 希望先大学の求める TOEFL iBTのスコア、もしくは IELTS のスコア

※たたし、協定校によっては、TOEFL ITPのスコアも有効

（2）英語以外の言語 （A）～（C）のうち、派遣先大学での語学要件、または授業が履修できる 

語学レベルを所持していることが証明できるもの 

（A）語学検定試験の成績（仏語検定、独語検定、HSK など）

（B）語学学校等の修了証書等

（C）外国語の履修証明（本学成績証明書に明記されたもの）

Ⅲ．応募書類 

応募書類の様式ダウンロード及び提出は授業支援システムで行う。 

（１）交換留学派遣応募ファイル

（２）成績証明書 （日本語版）

（３）語学能力証明書

（４）誓約書

（５）所属部局に求められている書類等

Ⅳ．その他の条件、留意事項等 

（１）留学期間は本学の修業年限に通算され、条件を満たせば本来の修業年限で卒業·修了することが可能

である。

（２）派遣先大学では所定の要件を満たした場合は単位が付与される。

（３）原則として、派遣先大学では専攻分野に関係する授業を履修すること。

（４）応募までに指導教員等に相談してアドバイスを受けておくこと。また留学にかかる費用を含めて、留

学について両親等家族と十分に話し合い、理解を得ておくこと。 

（５）協定校によっては、交換留学生は受入れを行っていない専攻や履修できない科目もある。　また、協

定校の定める受入基準、語学要件、申請締切、協定校情報等は予告なく変更されることがある。各協定

校のウェブサイト等で最新情報をよく確認の上応募すること。 

なお、協定校へは交換留学コーディネーターを通じて連絡を取ることになっているため、候補生とな

るまで協定校へ直接コンタクトを取らないこと。 

Outbound Study Abroad
B交換留学（派遣）をするために必要なこと ―派遣決定前―
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（６）留学に関する情報収集を十分に行い、帰国後の本学での学修や将来の進路も含めた目的と計画を 持

ち、応募者本人が申請書を作成すること。

（７）応募後の希望先大学·派遣期間の変更は原則として認められない。留学期間を決める際は、希望先大

学のセメスター開始日と終了日 （オリエンテーション期間等含む）、試験期間等をあらかじめ希望先大

学の Factsheet やウェブサイト等でよく確認し、渡航前及び帰国後の本学での学修計画や進路を含めて

十分検討した上で、慎重に決定すること。

（８）学内応募後、候補生決定までの間にやむを得ない理由により応募の取り下げを希望する場合は、速や

かに経済学務係及び経済学部留学担当教員に相談すること。 

（９）候補生決定後は、原則として辞退は認められない。

（10）日本出発日から日本帰国日までの全留学期間中にわたり、本学が指定する留学保険 （参考：  2020

年の保険料は約 10 万円／年）及び本学が指定する留学サポートプログラム （2020 年の会費 約 2 万

円／年）に加入すること。 （必須）

（11）交換留学 （派遣）では派遣先の協定校に授業料を払う必要はないが、施設使用料等が必要となる場合

はある。また、留学開始前の準備コースや付属語学学校での授業など、一部有料となるプログラムもあ

る。 

（12）ビザの申請、寮の申請、航空券の手配など、渡航手続きについては各自行うこととなる。遅滞、 漏れ

がないよう十分留意すること。なお、イギリスへの留学には、ビザ申請のため、認定テストセンターで

の IELTS の受験が必要となることがあるため注意すること。 

（13）候補生に決定した後、派遣先国又は地域が外務省によりレベル 2「不要不急の渡航は止めてください。」

に指定された場合など、派遣すること又は派遣を継続することが危険であると本学が判断した場合には、

派遣中止又は途中帰国を命ずることもあるので、その場合は本学の判断に従うこと。 

（14）派遣先大学で英語で学修する場合は、留学開始時までに TOEFL iBT80、IELTS6.0、TOEFL ITP520 のレ

ベルを取得しておくことが望ましい。 

（15）派遣生、候補生は、派遣前オリエンテーションに参加すること、報告書等の所定の書類を遅滞な く提

出すること、留学後に体験談の発表や作成を依頼された場合には協力すること。 

（16）派遣生に決定した後、次のような場合は渡航直前や渡航後であっても、交換留学中止の勧告を行うこ

とがあります。 

·申告に虚偽があった場合

·学業不振、または必須となっている講座等の参加姿勢が悪い場合

·書類提出の締め切りを守らない、提出をしない場合

·必要な手続きを行わない場合

·派遣前オリエンテーションへの出席状況が著しく悪い場合、参加姿勢が悪い場合

※経済学部では以下のとおり独自の基準を設けています。学内派遣基準と共に注意して下さい。

Ⅴ経済学部派遣基準 

（１）国際性に優れていること。

（２）応募時の前学期終了時点での通算 GPAが 3.25以上であること。

（３）派遣決定後に辞退等をした場合には、その後 1年間は再応募を認めないことがある。

（４）非英語圏に留学する場合は、第 2外国語 2年間に相当する学習量及びレベルが必要

＊これを満たさない場合は、原則として現地での専門クラスは履修することができない。

[注意事項] 

＊派遣の期間（6か月・1年）に関して、慎重に決定すること。派遣後の期間変更は不可。 

＊派遣大学の追試を本学で受けることは不可。追試を受けるのであれば、派遣先で受けてくること。 

Outbound Study Abroad
B交換留学（派遣）をするために必要なこと ―派遣決定前―



20 

C 交換留学をするために必要なこと ―派遣決定後― 
Ⅰ履修に関する手続き、履修上限単位について 

（１）出発予定の学生の履修について

＜候補生・派遣生＞

・当該年度夏に出発予定の学生は、春学期開講科目の履修を認める。

当該年度冬に出発予定の学生は、通年開講科目を含む春・秋学期開講科目の履修を認める。

＜候補生＞ 

・事前に授業担当教員から許可を得ることで、追加履修を希望する科目の授業に参加することができる。

ただし、追加履修登録は申請することにより、留学決定後に認める。

＜派遣生＞ 

・決定した学期から卒業まで、卒業に必要な単位の計算に含められる科目を 1学期 28 単位まで履修するこ

とができる。ただし、全学教育科目の履修限度は緩和されない。

・決定後から留学する年度において、授業担当教員から履修の許可を得た場合に限り、学生の申請によ

り、履修登録期間外の履修登録を認める。申請は、「（様式３）経済学部留学派遣生履修登録期間外登録

依頼書」及び「（様式４）経済学部交換留学派遣生履修登録期間外履修届」にて行う。

（２）留学先への出発時期と重なり期末試験が受けられない場合には、早めに経済学務係に相談して対応する

こと。（留学に行く前に試験等を受けることができる追試験を申請することができる。）

（３）帰国後の履修登録について

・履修登録訂正期間前に帰国し、履修訂正期間中に履修登録を申し出た学生に対しては、履修登録を認め

る。経済学務係に申し出ること。

・留学から戻った学期において、授業担当教員から履修の許可を得た場合に限り、学生の申請により、

履修登録期間外の履修登録を認める。 申請は、「（様式３）経済学部留学派遣生履修登録期間外登録

依頼書」及び「（様式４）経済学部交換留学派遣生履修登録期間外履修届」にて行う。

・派遣先大学で取得した単位の認定により互換した単位は、履修限度（１学期 28 単位）の枠外とする。

※上記の規定で対応できない事案（留学時期が上記とずれる等）は経済学務係に相談すること。

Ⅱ留学中の月例報告について 
留学中は月例報告を毎月必ず所定の提出先（授業支援システムにアップロードし、経済学部交換留学 

担当教員にメールにより送付）へ提出すること。 

Ⅲゼミナールについて 

（１）ゼミナール加入希望者

・他の学生同様、２年次秋学期当初実施予定のゼミ選考に参加できる者（２年次秋学期出発者）は、選考時

に交換留学派遣予定である旨伝えたうえで、ゼミ選考に参加すること。ゼミ選考に参加できない者は、出

発前に各自で希望するゼミナール教員に交渉し、所属ゼミを決定しておくこと。

・所属ゼミが決定した場合、「経済学部交換留学派遣生履修特例申請書」にゼミナール教員のサインをもらい、経

済学務係へ提出すること。

・出発と帰国年度が異なり、留学期間中も指導教員からの指導が得られる場合、帰国後に「ゼミナールⅠ」(４単

位)の期間外登録ができる。

・留学期間中に指導教員からの指導が得られない場合、指導教員より履修の許可を得ることで特別ゼミナール（2 

単位）の履修が可能。

Outbound Study Abroad
C 交換留学をするために必要なこと ―派遣決定後― 
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〇留学出発前までにゼミナール参加資格を満たせない場合について（候補生・派遣生） 

・ゼミナールの参加資格等を「学部教育履修案内」で確認し、留学出発前までにゼミナール参加資格を満た

すことができない場合、必ず事前に経済学務係に相談すること。不明点・疑問点がある場合も同様。

・帰国後、単位認定の手続きが完了し、ゼミナール参加資格を満たした時点で正式な履修登録が可能とな

る。手続き完了までは、ゼミ担当教員の許可を受け「聴講」することになるので、教員にゼミナール加入

に関する交渉する際には予めその旨を伝えること。

・所属ゼミナールが決定していても、派遣後、単位認定により参加資格を満たさない場合はゼミナールの履

修はできない。

・留学期間が一年の場合は、ゼミナール参加資格に単位を算入できるのは、留学中取得した単位の半分とな

る。

（２）ゼミナール加入者

・出発前にゼミナール指導教員の了解を得る必要がある。了解が得られた場合には、出発前に「経済学部交換

留学派遣生履修特例申請書」に指導教員からサインをもらい、経済学務係へ提出すること。

○留学期間中も指導教員からの指導が得られる場合

① 夏出発 (おおよその時期：(1年)8月出発→翌年 6月帰国、(半年)8月出発→翌年 1月帰国)

ゼミナール単位 
修得状況(出発時) 

留学 
期間 

出発年度 帰国年度 

「ゼミナールⅠ」
(4 単位) 

履修途中での留学 

1 年 

・「ゼミナールⅠ」(4単位)の 
履修キャンセル 

・「特別ゼミナール」春学期 
(2 単位)の追加履修 

・出発年度の「特別ゼミナール」

秋学期(2 単位)の追加履修 
・「ゼミナールⅡ」(4単位)の期間外 

登録 

半年 継続して「ゼミナールⅠ」(4 単位)が履修可能 

「ゼミナールⅡ」
(4 単位) 

履修途中での留学 

1 年 

・「ゼミナールⅡ」(4単位)の 
履修キャンセル 

・「特別ゼミナール」春学期 
(2 単位)の追加履修 

・出発年度の「特別ゼミナール」
秋学期(2 単位)の追加履修 

半年 継続して「ゼミナールⅡ」(4 単位)が履修可能 

② 冬出発 (おおよその時期：(1年)2月出発→12月帰国、(半年)2 月出発→7月帰国)

ゼミナール単位 
修得状況(出発時) 

留学 
期間 

出発年度 帰国年度 

「ゼミナールⅠ」 
(4 単位) 

履修途中での留学 

1 年・
半年 

「ゼミナールⅠ」(4単位)の履修 「ゼミナールⅡ」(4単位)の期間外登録 

「ゼミナールⅡ」 
(4 単位) 

履修途中での留学 

1 年・
半年 

「ゼミナールⅡ」(4単位)の履修 

○留学期間中の指導が得られない場合

履修期間に応じ、特別ゼミナール（2 単位）を留学の前後で履修可能。ただし、指導教員の了承を得た場合の

み。

Outbound Study Abroad
C 交換留学をするために必要なこと ―派遣決定後― 
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C 交換留学をするために必要なこと ―派遣決定後―C 交換留学をするために必要なこと ―派 

Ⅳ卒業論文について 

（１）卒業論文受験資格について

卒業論文の受験資格は、学部教育履修案内に記載を確認すること。留学中の単位の取り扱いなど疑問が

ある場合、必ず経済学務係に相談すること。 

（２）卒業論文の提出について

卒業論文の提出期限までに必ず授業支援システム（卒業論文指導教官名の講義）にデータを提出するこ

と。データ提出方法などの詳細は経済学務係からの案内を確認し、不明点があれば経済学務係へ相談する

こと。  

Ⅴ派遣先大学で修得した単位認定について 

60 単位を上限として、派遣先大学で取得した単位を認定することが出来る。具体的な基準や規則について

は「D 帰国後の単位認定について」を参照。  

※平成 29年度以降入学生は、経済学部教育科目として 2単位以上認定されると、「海外学修（交換留学）」と

しても 2 単位が付与される。例：「海外交流科目」2単位を認定された場合、「海外交流科目」2単位と「海外

学修科目」2 単位の計 4単位が付与される。

Ⅵ成果報告会について 

帰国後の報告会に出席し、学修内容の報告を行うことを単位認定の条件とする。なお、JASSO 奨学金受給者

は単位互換を行うことが望ましい。また、JASSO奨学金受給者は単位認定が不要の場合にも成果報告会に出席

し報告しなくてはならない。 

D 帰国後の単位認定について 
経済学部では、留学の派遣期間により単位認定の上限が定められており、受け入れ先大学の受け入れ期間が 6

か月未満の場合 24 単位、6か月以上 1年未満の場合 48 単位、1年以上の場合 60単位を上限に単位認定を申請

できる。なお複数回留学した場合も含め、単位認定を申請できるのは計 60単位までである。 

単位の認定要件は以下のとおりである。  

Ⅰ単位互換の基準 
留学先大学が、アジア太平洋大学交流機構（ＵＭＡＰ： University Mobility in Asia and the 

Pacific）に加盟している場合には、ＵＭＡＰ単位互換方式（ＵＣＴＳ： UMAP Credit Transfer System）に従

って、ヨーロッパの場合は、欧州単位互換方式（ＥＣＴＳ： European Credit Transfer System）に 

従って単位認定を行うことができる。 

（経済学部における規定） 

＊1ECTS単位＝本学の 0.6単位 

  ＊1UCTS単位（2013年以降）＝本学の 1単位 

その他については、以下のとおり単位認定を行う。 

（１）原則として、双方の対面授業の時間数を基準にして単位数を計算する。

  講義 22.5時間 2単位 

  実習 45時間 2単位 

・予習・復習の時間は含まず、授業内容の軽重には立ち入らない。

・インターンシップは時間数にかかわらず、 2単位として認定する。

・学部教育科目、全学教育科目、特別増加単位科目、その他の科目の境界を越えた分割・合併は認めな

い。

（２）先方での成績にかかわらず、成績は「認定」となる。全ての互換科目は GPA の適用が除外される。

（３）単位互換後の科目は、本学で開講している科目もしくは「海外交流科目」「特別増加単位科目」と

する。ただし、「海外交流科目」への認定は留学の回数、期間にかかわらず、通算 30 単位を上限とす

る。

＊海外交流科目………（平成 29年度以降入学者）経済学部の学部教育科目の講義として適当と判断する科

目。「専門応用科目（その他）特殊講義」に分類される。 

Outbound Study Abroad    D 帰国後の単位認定について 
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＊特別増加単位科目…成績証明書に記載されるものであるが、卒業に必要な単位としては認められない。 

Ⅱ全学教育科目（語学以外） ＊認定方法は以下の 2 通り  

（１）該当する全学教育科目に読み替える。

（２）該当する全学教育科目が横浜国立大学側にない場合：実技形式ではなく座学形式の科目については、講

義を受けた言語の実習・演習に読み替えることができる。実技科目については、本学で該当する科目が

ない場合、「特別増加単位科目」として認められる。

Ⅲ全学教育科目(語学) ＊認定方法は以下の 3 通り 

（１）該当する語学に読み替える。

（２）講義を受けた言語の実習・演習に読み替える。

実習と演習のどちらに読み替えるかは、各学生の履修状況に応じて申請することとなる。

（３）「外国語（Ａ）で行われた、Ａ以外の外国語（Ｂ）の授業」を履修した場合、外国語（Ａ）もしくは外国

語（Ｂ）に読み替えることができる。 

Ⅳインターンシップ 

先方で単位が認められたインターンシップ活動については、２単位を認める。 

Ⅴ学部教育科目 ＊認定方法は以下の 2 通り 

（平成 29 年度以降入学者）  

専門応用科目Ⅰ、専門応用科目Ⅱ、専門応用科目（その他）へ読み替える。該当する専門科目がない場合

は、「海外交流科目」もしくは「特別増加単位科目」に読み替える。 

Ⅳ単位認定の方法 ＊単位認定を希望する場合には、以下のものを揃えて提出する必要がある。 

・成績証明書

・交換留学派遣生報告書（単位認定申請書）

・シラバス、教科書のコピー、履修登録表、時間割、学事暦（総講義時間数のわかるもの）など

・帰国報告書（留学交流係指定のもの）

※取得科目を読み替える為には、講義の内容がほぼ一致していなければならない。また、単位数算出のため

にそれぞれの科目の総講義時間数を示す必要がある。経済学部がその判断をするために必要な情報を確保

するため、必ず上記書類を提出すること。

シェフィールド大学フラット シェフィールド大学 24時間開館している図書館

サンディエゴ州立大学図書館 サンディエゴ州立大学寮

Outbound Study Abroad    D 帰国後の単位認定について
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留学報告書より

リエージュ州大学校 HO さん

視野が広がった。物事をより深く早く考えることができ

るようになった。全てが日本と異なるので、自分が生きて

いる上でのあらゆる出来事に関心を持ち、なぜ日本と異な

るのかと比較するようになった。そこで、良い点、悪い

点、歴史などが見えてくる。食事に例えると、気候と土地

の問題から収穫できる作物が大いに異なり、食料の保存の

方法から調理方法も異なる。また、歴史も関わる。イギリ

スに例えると質素が美徳とし昔の貴族がフランスのシェフ

を追放したことをきっかけとし調理人の技術が低下し、気候の悪さもあり作物

が限られる。よって、食事文化が乏しいのである。ざっくりとだが、ヨーロッ

パを形成している事象が見えた。

また、寮での経験から他国の人々との盛んなコミュニケーションにより、日本人以外とのコミュニケーション

の仕方、文化を知ることができた。日本人と相手をしているように会話をしても英語を通しても話は通じない。

人にはそれぞれのコミュニケーションの方法がある。最初の簡単な会話から本音で話したり、ずっと冗談を続け

たりと様々だった。

そのおかげでもあり、言語力特に会話力が到着時に比べかなり向上した。英語だけでなく、フランス語の運用

も少しではあるがこなすことができるようになった。また、イタリア人とイタリア語で会話を体験してみたり、

ドイツ語を少しかじったりと言語を勉強する壁が薄くなった。

準備に関することはとにかく語学の基礎を学んでおくこと。英語だと、単語やリスニング力をあらかじめ向上

しておけば、会話がより豊かになっていたと感じた。フランス語に関しても同じく、基礎である文法や単語を磨

いておけば良かった。到着時には、フランス語は挨拶しかわからなかったので、後悔している。

自分が留学して運が良かったと言える点は、３つある。（１）寮が新築で高いサービス付きで、留学生とのコ

ミュニケーションがしやすい環境の建物であったこと。（２）頼ることのできる教授と巡り会い、何回も助けて

もらったこと。（３）ベルギーはヨーロッパの中心に位置するため、日本国内をめぐる感覚で旅行がかなり簡単

にできたという点。特に寮での生活は、自分の留学生活の要とも言える。これがなかったら、成功していたとは

言えないだろう。

シェフィールド大学 YN さん

①留学して得られたこと：知識としてしか知り得なかったものやことを実体験として得られたことが、留学して

得られたことの中で最も大きなものだと思います。宗教が密接に結びついたライフスタイルや、アジア人に対す

る差別等、日本にいると身近に感じることはない事柄を実際に目にすることで、それについて深く調べてみた

り、自分の今までの経験や知識と比較してみたり、今までになかった経験を多く得ることができました。大学で

の学習面では、日本では就職のために大学へ進学することが当たり前で、卒業するために授業を選んで受講して

いる人が多い（自分もそうでした）のに対し、イギリスでは学費が高

いこともあり、自分が勉強したいことを自由に学んでいる人がほとん

どで、図書館では真面目に、楽しそうに勉強している学生が多かった

のが印象的であり、リスペクトすべき部分だと感じました。帰国後の

自分の講義の受け方に活かしていこうと思います。

②留学準備や留学中の反省点：ブリティッシュアクセントに慣れるま

でに時間がかかったので、渡航前にラジオを聴いたり英会話に通うな

どして、もっと練習しておけばよかったと感じました。また、寮の申

し込みが遅すぎて市内中心部から離れた方の寮しか空きがなく、申し

込み開始直後に予約するべきだったと後悔しました。インターンシップ先で（マニラ大学）

リエージュ州大学校

Outbound Study Abroad    ： 留学報告書より
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③アドバイス：渡航前準備では、ビザの発行がかなり遅く焦るので、それまでに段取りを確実に詰めておくと

いいと思います。留学中は現地学生と交流することはあまり簡単

ではなく、留学生は留学生同士で集まることの方が多いのです

が、その中でもできるだけ英語の上手な人を見つけることが大切

だと思います。

シェフィールド大学 AT さん

留学で得たもの、留学をしてよかった点

・いろいろな価値観を知り、ニュースに対する見方が変わった

留学を決意したきっかけは「外からみると日本のニュースの半分

が違って見える」と横国 OB の方に言われたことでした。その言

葉の真偽を確かめるには自分の目で直接世界を見に行くしかないと思い、

留学を決意しました。現地でニュースを見て、たくさんの人に出会って話し、メディアに関わる中で以前よりも

ニュースは事実の一部をある視点から切り取ったもの、言葉で言い換えたものだと再認することができました。

イギリスの大衆紙は右派、左派がはっきり分かれていて、参考文献に使うときは必ずバイアスに気を付けるよう

に言われたことも大きいです。留学するまではバイアスのかかるニュースに不信感や嫌悪感をもっていました

が、今はニュースにバイアスがかかるのを前提として多面的に物事を考えられるようになりました。自分なりに

留学して価値観が広がったと思える点です。

・人と出会うことが好きになった

中学の頃ぐらいから特定の人と深い関係になる人付き合いが好きで、大学に入ってから人見知りで緊張しやすい

という自覚がありました。今回１年の留学に行くにあたって慣れ親しんだ環境を離れ、誰も知り合いのいない

Sheffield にとびこみました。最初はどうなることかと思っていましたが、１年という短い間にたくさんの人に出

会って、助けてもらいました。現地で出会った友達との時間がなによりも楽しく、前より色んな人に会うことが

好きになりました。初対面の人とも素の明るい自分をだして話せる度胸がついたと感じています。

・行動力と生命力がついた

渡航後は自分が計画していたインターンを実現させるためにとにかく色んなことをやりました。説明会に行った

り、相談に行ったり、イベントに参加して人脈をつくったりしました。割としっかり考えて大丈夫だと思ってか

ら行動する心配性の人間でしたが、成果をだすには行動してやってみるしかないというマインドセットをつくる

ことができました。また渡航後自炊を始めたり、新型コロナウイルスの混乱に巻き込まれた際に差別にあわない

ように自衛したり、無事に日本に帰るために必死に情報を集めました。飛行機をとり、無事に帰国したこの期間

で生きるということを強く実感しました。生き抜く力がついたと思います。

留学準備や留学生活中の反省点、しておけばよかったこと

・英語の勉強

もともと英語があまり得意ではなく、渡航後も Sheffield なまり

のイギリス英語が聞き取れずとても苦労しました。リスニング

だけでももっとやっておけばよかったと思っています。

・インターン探しのための履歴書作成

現地メディアでインターンをしたいと計画していましたが、実

際に受け入れ先をみつけるアクションを渡航まで起こせず、現

地で履歴書を書いたりしていました。行く前にかけていたら渡

航してすぐ企業の方と接触できたと思います。

シェフィールド大学

ユタ州立大学

Outbound Study Abroad    ： 留学報告書より
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新型コロナウイルス緊急帰国の際に思ったこと

①緊急時用のお金②情報の収集③リスク管理の３つです。

①緊急帰国で飛行機を取り直したり、早朝発でホテルをとったり、

公共交通機関ではなくタクシーの利用したことで 15 万円ほどかかり

ました。奨学金に頼って留学していたので突然の出費にあせり、航

空券の予約の決断に迷いが生じました。非常時用にまとまったお金

を用意しておく必要があると思います。その上で現地のコミュニテ

ィの情報（いつの飛行機をとる、大学がいつしまる）などにあたる

と不安にあおられることなく冷静に事態を把握できると思います。

②COVID-19 が流行しはじめてから事態の進展があまりにもはやく正

確な情報をひろうことが大変でした。公式の政府や日本大使館からの

情報をまずしっかり読むことが大切です。デマに注意しましょう。

③リスク管理。大学の提携寮に住んでいたので契約をすんなり解消し、残りの期間の家賃の返金をもらうことが

できました。個人で契約していたひとはかなりトラブルになっている人を多く聞いたので交渉力に自信がなけれ

ば多少高くても大学経由で寮に入るとリスクを回避できる可能性が高いです。また海外保険に加入していました

がこの緊急帰国の費用を補償してもらうことができませんでした。特約に別にはいっていれば１０万ほど補償さ

れたはずだったので加入の際になにが保険に含まれているかよく確認し、特約をつけることも検討したらよいと

思います。

後輩へのアドバイス

留学はきらきらしているように見えて、現実は地道で泥臭い努力の積み重ねです。いきなり英語が話せるよう

にならないように、理想の留学もいきなりは実現しません。準備をして、現地でもハードルを一つずつ超えて、

自分の理想の留学に近づいていけるのだと思います。アドバイスは渡航前と渡航後で２つあります。

１つは渡航前に自分の理想の留学をきちんと定義すること。100 人の留学は 100 通り、国も目的も全く違い、

留学の正解に一般解はありません。だから自分が何のために留学するのか、現地でなにをしたいのかを明確にも

っていないと迷走します。目標を紙に書いて、1 か月に 1 回自分の現在地を把握し、成長を認め、軌道修正する

のがおすすめです。

2 つ目は渡航後に挑戦するとき、できることをとにかくやる姿勢です。自分の今の実力と理想とのギャップに

絶望しそうになっても投げ出さないで、今の自分にできることを少しでもやる、Just do it! その姿勢が大事に

なると思います。渡航前にさんざん考えてきたことを行動にうつしましょう。やっている当時はどん底でも今振

り返れば全部大切できらきらな思い出になります。自分で留学を選んで、挑戦して、たくさん苦労して、苦しい

思いをするからこそ、目標かがかなったときの喜びや嬉しさは半端ないです。がんばってください。

エディンバラ大学 DK さん

今回の留学で得られたことは主に 3 つあったと思います。

まず一つはもちろん英語です。帰国後に何か英語のテス

トを受けたわけではないため正確にどれくらい英語力が上が

ったのか説明するのは難しいですが確実に英語が話せるよう

になったと感じます。自分が英語を話している時に不安や焦

りは一切なく自分らしく英語を話せるようになりました。私

はグループで仲良くするのが苦手で、友達は言語交換アプリ

で、近くに住んでいる人を探して作りました。全員日本語に

興味があったためとても私に興味を持ってくれて、非常に充

実

オストラバ工科大学

セント・イシュトバーン大学

Outbound Study Abroad    ： 留学報告書より
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した留学生活でした。人見知りの人は言語交換アプリで

近くの友達作るのがおススメです。危険もあるかもしれ

ませんが。

次に得たことは、経済学に関する知識です。正直に言

うと、この大学でしか学べないことを学べたかといわれ

ればそんなことはないと思いますが、経済学を英語で勉

強することで、英語の論文を読むことに慣れたり、英語

の専門用語を知ったりしました。何度か日本でも専門分

野の英語論文を読むときがあると思いますが、それがす

ごく楽になったと思います。

そして 3 つ目は、自分が海外で生活することが本当に好き

だとわかったことです。留学を志していたくらいですから元々海外生活に興味があったのですが、今回の留学で

それが自分にとって一番優先すべきことだと感じました。言い換えれば進路がこの留学で決まったとも言えま

す。もともと英語を勉強し始めた理由の一つが将来に対する漠然とした不安だったのですが、今回の留学を通し

て様々なキャリア、バックグラウンドを持つ人と出会い、大企業に就職するのが一番いいのかもしれないという

自分が持っていた偏見が取り払われました。英語力向上を第一に始めた留学でしたが、この副産物が一番大きい

かもしれません。

最後にこれから留学する人に少しアドバイスをさせていただきたいと思います。私が留学する前、たくさんの

先輩方に留学の目的を明確にすることを言われました。どうキャリアにつなげるか、本当に留学は自分の人生に

必要なのかなどです。ただ留学はとりあえずやってみて価値のあるものだと私は思います。イギリスに住んでみ

て韓国人、中国人に比べて日本人留学生の少なさに驚きました。理由は留学への敷居が高くなっていることで

す。そんなに留学を大げさに考えなくてもよいと思います。ただ海外に行きたい、外国人の友達が欲しい、そん

な理由で踏み出していい一歩だと思います。勿論大変なこともありますが、それだけの価値はあります。今後、

もっと横浜国立大学の交換留学、異文化交流がにぎわっていくことを心から願っています。ありがとうございま

した。

オウル大学 YA さん

留学で得たもの、留学をしてよかった点

オウル大学での留学では、専門分野ではヨーロッパ経済についての知識を深められました。フィンランドを留

学先に選んだ理由は、北欧の福祉や経済について興味があり、学びたいと思ったからです。その点で「Global 
economics」では題材にする国が北欧をはじめとする EU 諸国であることが多く、目的に合った履修ができまし

た。また、「Finnish political system」は留学生をターゲットにしているため、基礎からフィンランドの政治体

制や福祉制度を学ぶことができました。こうした履修の結果、オウル大学への留学ではヨーロッパ経済について

の知識を得ることができました。また、横浜国立大学ではなかなか履修できない科目を履修できたことは留学を

してよかった点の一つです。

留学準備の反省点としては、時間に余裕をもっていなかったことがあります。特に学生ビザの申請はギリギリ

になってしまいました。フィンランドのビザは予約を取って申請書類を大

使館にもっていかなければならないため、相当な時間と労力がかかりま

す。さらに渡芬直前の 8 月は夏休み期間のためビザ申請の件数が多く、普

段よりビザの発行に時間がかかります。5 月頃にオウル大学からビザを含

めた手続きについてのメールが届くので、できるだけ早く手続きに取り掛

かればよかったと思いました。

留学生活について

大学には英語で開講されている授業が沢山あります。フィンランド人の

教授がほとんどであるため、英語のネイティブスピーカーよりもゆっくりはっ

マニラ大学

リスボン大学 欧州英語討論より

Outbound Study Abroad    ： 留学報告書より
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きり話すので聞き取りはさほど難しくないと思います。ただし、フィンラン

ド人特有のアクセントで話す教授の授業は慣れるまで少し苦労しました。授

業形態は大教室で行うものが多く、日本の大学の授業とさほど変わらないと

感じました。

フィンランド人同士はフィンランド語で話しますが、特に大学内で出会う

人は英語が堪能な人が多いので、英語が多少話すことができればコミュニケ

ーションには困りません。フィンランド人はパーソナルスペースが広く

初めは社交的でない国民性であると言われています。もちろんそうでない人

もいますが、初めて話すときは少し冷たく感じるかもしれません。しかし一

度仲良くなるととても親切で助けてくれる人が沢山いました。留学生活では

受け身にならず、自分から積極的にコミュニティを広げていくことが重要で

あると実感しました。

冬は暗い時間が長く、気が滅入る人が毎年多いそうです。冬の時期に友人たちと集ま

って編み物をしたり、スポーツをしたことはとても助けになりました。

サンディエゴ州立大学 YS さん

このサンディエゴの交換留学は私にとって大きな財産になりました。ありきたりな言葉ですが。思うように言

いたいことが伝わらない悔しさ、周りに置いて行かれる焦り、想像とは違う現実の生活を経験する中で日本にい

たら知らなかったような様々な感情を経験しました。辛かったり悲しかったりという気持ちは経験しているとき

は耐え難いですが、そこを乗り越えた経験は今後自分の大きな自信になり、その時そばで支えてくれた周りの人

の温かさに気が付くきっかけにもなります。また、弱い自分や実力不足を毎日痛感する日々でいい意味でプライ

ドがなくなりました。それでも振り返ってみると楽しかったことばかり思い出します。放課後に図書館で友達と

勉強したこと、勉強の合間にラーメンを食べに連れて行ってもらったこと、毎日キャンパスから美しいサンセッ

トがみれたことなど些細な日々の出来事も自分にとっては大きな財産で、写真を見るたびにあの時の感情が思い

出されます。

留学は、語学力向上はもちろんのことそれ以外にも山ほど吸収できるものがあると思います。自分がいかに恵

まれていて、どのような形で社会に恩返ししたいか、価値観が全く異なる人といかにうまく共存していくか、悔

しいことがあったらどのように自分で行動を変えていくかなど、自分の頭を使って考えることが多く今までに比

べてより多くのことにアンテナを張れるようになりました。

ただ私が一つ後悔しているのは、留学前にもっと英語力を伸ばしておくべきだったということです。留学に行

ってしまえばなんとかなるか精神だったので、授業についていくことで精いっぱいで多くの時間を図書館で過ご

し常に勉強に追われていたきがするのでもう少し余裕をもって人と交流する時間を取ったり興味のある活動を始

めてみたりできたらよかったなと思っています。

また、アドバイスとしては日本人を避けすぎなくてもいいかなと思います。本当にストレスがたまったとき

や不安が大きくなったときは同じ立場にいる日本人の友達に母国語で相談することでかなり心が軽くなりまし

た。自分に厳しくしすぎて結果的にメンタルが壊れてしまわないようにいい加減を見つけて頑張ってください。

サンディエゴ州立大学キャンパスからのサンセット

ユタ州立大学

Outbound Study Abroad    ： 留学報告書より
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オーストラリア国立大学 MM さん

留学をしてよかった点

留学を通しての自身の変化があったこと：

自分と向き合う時間が増えたことにより自分の思考パターンが分かりま

した。それは、「目的があって人と関わることは得意かつ好きである」と

いうものです。生活面において食事を３食誰かと共にしたり、バーに行っ

たりして群れることがそこまで好きではないことに留学をしていて気が付

きました。ですが、共通の目標のもとで誰かと何かを作り上げることは好

き（歌舞伎クラブや受講していたチームプロジェクト）なのだなというこ

とを実感しました。今まで周囲から社交的だねと言われることにしっくりき

たり、時に疑問を抱いてきました。この真相は、私生活では一人で淡々と生

活していくことが好きでも、仲間と共になにかしらの目標達成することは好

きなのだなと分かりました。

次に、自身の変化として分からないことを理解するまで聞くようになりました。（教授・友人・生活していて

出会った人全員に対してです。）

今までは分からないことを聞き流してしまい、結果として自分が苦労することが多かったし相手にも迷惑をかけ

てしまうことがありました。これが留学を通してキチンと踏みとどまって質問して理解度を深めることができる

ようになりました。

また、傾聴する力が強化されました。チーム課題において、周囲の意見をしっかりと聴いて相手が何を考えて

いるのか理解した上で発言する力がつきました。元はといえば英語という言葉の壁から来たものであるが、結果

としてキチンと人の言うことを聞く力が付きました。

最後に、できないことはできないと伝える、その代わり自分の担当は責任を持って取り組むようになりまし

た。これも言葉の壁からきたものですが、残りの大学生活に役立つことであると確信しております。

コロナウイルスの影響で想像していた留学生活とは少し異なるものにはなりましたが、留学をしてよかったな

と総じて感じております。 留学準備の反省点：何ごとにも早めに取り掛かるべきであった。 留学準備中にし

ておけばよかったこと：メールが来たらとりあえず目を通すこと。早めに取り掛かる必要があるものもあるか

ら。 

留学中の反省点：

ストレスをうまく解消できない時があった。留学中にすべきだったこと：自分の軸を常に持つ。自分にあった

健康的なストレス解消法を見つける。（私の場合はランニング）

後輩へのアドバイス：

オンライン英会話などを通して、英語を話す機会を設ける。私はオンライン英会話をする、TOEIC を受ける

などとしていました。

留学生活について

寮は、キャンパスにある学部生の寮 12 個の中から最も新しくて食事付きのものを選択した。料理をする時間

を勉強や運動、友達と遊ぶ時間に当てることが出来たことが最初はよかった。しかし、後半は食事に飽きてしま

ったり、自炊がしたくなったため一長一短であった。当初は寮のユニセックスのシャワーとトイレに驚いた。だ

が寮の大きな勉強机や全身鏡、スタンドライトやバルコニーなどの設備は満足のいくものであった。

３月の中旬からロックダウン生活が始まったため、ほとんどの授業を対面で受けることができなかったが、学

びたい学問を十分に学ぶことができたため満足している。印象的だったこととしては、オーストラリアが想像以

上に多様性に富んだ国であったということである。生徒のうち半数はオーストラリアの現地の学生、半数は

international students ということもあり、寮の中にも様々な国籍の学生がいた。食堂で様々な国からの学生と各

国の料理について話したり、寮の友人らとドライブや旅行に行ったり、全員国籍の異なる友人らと共同課題をし

たことによって考え方や価値観の異なる学生たちとの関わり方を理解した。

一方大変だったこととしては、ロックダウンが留学に慣れていない状況で始まったこと、オンライン化以降に

周囲が分からない状況でモチベーションを維持すること、教授の求める課題の質と量が横浜国立大学のそれより

も高度であったこと、就職活動との両立である。性格的に、友人を作りやすい方であったため、友人作りには苦

労しなかった。勉強や就活で行き詰った時には母や友人に頻繁に電話していた。また、自然豊かな土地であった

ためランニングなどをしてストレスを解消していた。

Outbound Study Abroad    ： 留学報告書より
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交換留学(派遣）に関する FAQ 
１．私費留学と交換留学(派遣）の違いは何ですか。 

私費留学は個人で行う留学です。個人で海外の大学に留学する場合は留学先の大学に学費を納入す

る必要があります。履修登録をしていない時期を利用して個人で留学する場合や休学して留学をする

場合は、授業内容、時間数に応じて単位が認定されることがあります。留学に行く前に経済学務係に

相談してください。

交換留学(派遣）の場合はこのガイドブックでその制度を確認し、本学で所定の期間内に応募して下

さい。また、交換留学（派遣）が決定されたらこのガイドブックの指示に従い、履修手続きや卒論の

提出をしてください。休学をする必要はなく、学費は本学に納入し、派遣先の大学に支払う必要はあ

りません。派遣された大学で取得した単位が成果報告会に出席し報告をすることにより認定されま

す。留学中、留学後に本学に報告書や成果を報告する義務がありますが卒論の提出、履修に関して緩

和策が講じられています。

学費納入先 留学先の大学 本学

奨学金 － JASSO 奨学金、トビタテ留学 JAPAN、公益財団法人業務スーパ
ージャパンドリーム財団などの実績あり。（他の民間企業奨学金や
JASSO 第二種奨学金（貸与型）もあります。） 

休学 申請必要 必要なし 

留学条件 — TOEFL70 または IELTS  5.5（並びに留学先大学の語学条件を満
たす必要あり）, GPA3.25 以上 

留学期間 派遣先大学の 1 学期～１年以内 

留学保険、危機管

理システム

— 海外留学保険(YNU 指定並びに留学先大学指定に加入するこ
と）、危機管理システム加入

単位互換 単位互換が認められる場合あり。留学前

に、社会科学系経済学務係へ申し出るこ
と。留学後必要書類を同係へ提出する。 

単位互換あり（成果報告会にて報告すること） 

履修登録期間外の

履修登録

— 履修登録期間外の登録が認められる場合がある(ただし担当教員
の許可が必要)  

CAP 緩和 — 交換留学（派遣）が決定した学期から卒業まで 28 単位（全学/
教養教育科目を除く）登録可能

留学中義務 — 月例報告、海外旅行届、奨学金関係の書類などの提出あり。 

留学後 単位互換を希望する場合は学務に必
要書類を提出する

成果報告書を提出し、成果報告会に出席し成果を報告する。そ
の他、帰国報告書、留学費用調べ、認定科目・単位数調べ、留
学アンケートを留学交流係に提出する。

海外学修科目

（2 単位） 
※平成 29 年度以降入学生は、経済学部教育科目として 2 単位以上認定されると、「海外学修（交換留学）」として

も 2 単位が付与される。

2.経済学部派遣基準 GPA3.25 に GPA が達していませんが応募できますか。

応募できません。秋学期（10 月～12 月頃）に行われる第 1 次、第 2 次募集の段階で GPA3.25 に達し

ていない場合は第 3 次募集に応募してください。前年度終了時までの成績が規定の 3.25 以上になってい

れば応募できます。秋学期に成績が 3.25 以上になるように努力してください。 

3.経済学部はなぜ GPA3.25 の基準を設けているのですか。

経済学部は交換留学で派遣する学生に対して、本学で履修した学部教育科目、全学教育科目の基礎

知識を土台に、派遣先大学で開講されている、より高度な内容の科目や、その地域、その大学ならで

はの特色ある科目を履修し、帰国後の勉学に役立てることを期待しています。派遣先大学は本学の協

定校です。そこで行われている授業についていくことができないと、本人ばかりでなく今後の協定校

との交流にも影響します。そのためにもしっかりした学部教育科目、全学教育科目の基礎知識を持っ

ている学生を派遣したいと考えています。

Outbound Study Abroad    ：FAQ
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まず、１年次の専門基礎科目をしっかりと勉強して下さい。特に，欧米やオセアニアの大学への派

遣を希望する人は，1 年次の専門基礎科目だけでなく、2 年次以降のミクロ経済学、マクロ経済学、経

済数学、数理統計、計量経済学をしっかりとマスターして下さい。欧米やオセアニアの主要大学の経

済学部では、これらの科目を基礎とする近代経済学が主に教えられています。更に、通常、基礎科目

の履修が、応用科目履修の必要条件となっている、いわゆる「楔形のカリキュラム」が多くの大学で

採用されています。従って、これらの科目をしっかりとマスターすることなく留学してしまうと、た

とえ語学力に問題がなくとも、履修希望科目の履修が認められなかったり、授業を理解することが極

めて困難になり、派遣先大学で単位をほとんど習得できなかったりします。

最後に GPA は国際人へのパスポートです。例えば、最近、日本人志願者が増えている欧米の大学

院進学には、GPA3.5 以上が（奨学金付きの場合には更に高い GPA が）要求されることが少なくあり

ません。実力のない人、語学しかできない人は、国際社会では認められません。

以上の理由から、現在、経済学部では応募時の GPA3.25 を資格要件の１つとしています。 

4.TOEFL iBT のスコア 70、IELTS5.5 が高い壁になっています。達成するにはどうしたらいいでし

ょうか。

TOEFL や IELTS のテスト形式に慣れることも必要です。一度の受験で諦めずに数回受験をしてくだ

さい。TOEFL はスピーキングセクションがコンピュータで行われます。コンピュータに向かって話す

ことが苦手な人は IELTS 受験を考慮して下さい。面接は英語のネイティブスピーカーが行います。問

題の形式が TOEFL と違うのでどちらが自分に適切かを確かめて下さい。TOEFL、IETLS の問題集は

経済学部国際交流ラウンジの書架にあります。

＊IETLS の使用を認めていない大学もあります。同様に TOEFL の使用を認めていない大学もありま

す。派遣条件は変更されることがありますから、必ず、学生センター(留学交流係)で派遣条件を確

認してください。

＊TALK TIME、国際交流科目、英語の授業や英語でなされる経済学部の講義、英語討論会、チュータ

ーとしてのボランティア活動 (毎年 6 月、1 月頃募集)などを活用してください。 

5.留学希望先や期間を変更できますか。

留学希望先や期間は応募申請後、原則として変更できません。詳しくは社会科学系経済学務係に相談

をしてください。

6.留学の派遣先大学をどのように決めたらよいでしょうか。

協定校のカリキュラムを見て専門科目に魅力を感じ留学を決意した人もいれば、自分の興味関心のあ

る国や地域の特色(社会福祉、産業、税制度、環境問題、歴史、経済システムなど)について学びたいと

いう理由で留学した人もいます。単なる語学留学に終わらせるのではなく、経済学をさらに深めると

いう目的を持ち留学に臨んでください。

 近年は中国語圏、フランス語建、ドイツ語圏の大学に留学し現地の言語で専門科目を履修する人た

ちもいます。しかし留学希望者の大半が英語圏もしくは英語プログラムを提供しているヨーロッパや

アジアの協定校に留学をしています。なるべく第一次募集締切日までに TOEFL、IELTS の全学基準の

スコア及び留学希望先大学の語学要件を取得しておいてください。

7.交換留学手続きを本学がサポートしてくれるのですか。

留学を決意した段階で留学は始まっています。派遣先が決まったら全て個人で責任を持って手続き

をしてください。ビザ、入寮、履修申請についても個人の責任ですることになっています。以下は必
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要書類の一部です。但し不明な点は学生センター(留学交流係)や経済学務係、また留学担当教員に相

談をしてください。

《留学に必要な手続き》

8．留学決定後、諸手続き以外に何をしておけば良いでしょうか。 
留学決定後、諸手続きの準備で忙しくなりますが、経済学の専門書を英語(外国語)で読んでおくと良

いでしょう。ほとんどの留学経験者が不十分な語学力でも留学先の大学の講義内容を理解し、単位を

取得できたのは経済学の基礎知識があったからだと報告しています。

9.派遣先大学での学期末試験後、インターンシップなどのために現地に滞在することができますか。

定期試験終了後は速やかに帰国してください。試験終了後、諸事情で現地等に滞在する場合には「海

外渡航届」を社会科学系経済学務係（int.keizai ynu.ac.jp）まで提出してください。 

10．派遣先大学にそのまま編入できますか。 
編入できません。協定校と学生交流の覚え書きでは「派遣先大学では交換留学生として処遇される

とあり、交換留学派遣生は、派遣先大学における学位取得を目的とした学生身分を有するが、受入大

学における学位取得のための学生身分を有しない」とあります。また期間も１年以内となっています

ので、本学に戻らなくてはなりません。

11．留学先でどのような危機が想定されますか。 
 留学中にテロ（テロが起きた現場近くに居合わせた、現場付近の寮に住んでいた等）、盗難、健康

上の問題（手術、交通事故、ストレス等）がありました。危機管理の対処方法を紹介しておきます。

テロ：現地のメディア、派遣先大学や日本大使館から情報収集してください。また危険地域への外出

を控え、現地(寮)の友人とも情報を共有し合いましょう。派遣先大学や日本大使館から指示が出

た場合には必ずその指示に従ってください。保護者はもちろんのこと、本学の教職員も心配して

いますので必ず連絡をしてください。

手術：現地で病気になり治療や手術等を受けることが必要になった際、OSSMA に連絡をしてくださ

い（緊急手術等を受けた際には体力が回復してからで構いません）。保険手続きについて指示、

もしくは代行をしてくれる場合もあります。保護者はもちろんのこと、派遣先の教職員、本学の

教職員にも必ず連絡をしてください。何よりも、大事に至らないように体調不良の場合には早め

に医療機関で受診をしてください。また留学前に事前に健康診断や歯科治療、持病のある人は医

師の診断やアドバイスを受けておくようにしてください。

盗難

（1）警察：被害の事実を届け出て、被害届の受理書（ポリスレポート）を受け取る➡パスポー

トの再発行のためにかかった費用（ホテル延泊、パスポート申請経費など）を保険で請求

する際に必要。

（2）クレジットカード会社・携帯電話会社・航空会社：被害について連絡

（3）OSSMA：被害について連絡➡保険会社や携帯電話会社との仲介や被害報告や保険請求の手

続きについての助言をもらう。

アプリケーションフォーム（申請書）  語学テストスコア  在学証明書（英文）  エッセイ（留学目的・志望動機など ）  成績証明書（英

文）  推薦書   財政能力証明書  健康診断書   寮手続き   予防接種    保険（本学の指定するもの、また派遣先大学が

保険を指定する場合もあるが、その際には両方に加入する）  ビザ

Outbound Study Abroad    ：FAQ

javascript:%20mailViewer.compose(%22int.keizai%40ynu.ac.jp%22);


33

 
 

➡パスポート発給(4)日本大使館
1. 紛失一般旅券等届出書
2．一般旅券発給申請書
3． 戸籍謄本又は抄本
4．警察署の発行した紛失届出を立証する書類又は消防署等の発行した罹災証明書等
5．証明写真
6．手数料

https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/passport/pass_5.html 

【盗難被害経験者からの情報/アドバイス】 

危機対策

最後に国際戦略推進機構長が指定する海外渡航時の安全確保に関する講義（各学部又は大学院におい

て行われる講義で、国際戦略推進機構長がこれに準ずると認めたものを含む。）を受講してください。

現在、「海外渡航危機管理研修」の講義等が該当し、平成 30 年度以降入学者で「基礎演習」を履修し

た者は免除となります。

ただし、いずれかの講義を受講した学期の末日から起算して 12 ヶ月以内に渡航する場合は、この限

りでありません。研修、留学前に以下のウェブサイトを読んでおくことをお勧めします。

トラブル事例

https://www.anzen.mofa.go.jp/c_info/useful_info.html

在留届

https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/index.html 

たびレジ

https://www.ezairyu.mofa.go.jp/index.html 

（1）パスポートについて
パスポートのコピーは役に立たない。大使館では現地通貨の現金で手数料等を支払う必要がある。ファ 

ックスで送られた戸籍謄本又は抄本でパスポートは発給可能。ただし、後日、原本を大使館まで郵送必

要。戸籍謄本や抄本は役所によっては、緊急の場合に週末でも対応してくれる場合もある。必要書類がそ

ろえばパスポートは迅速に発給される（午前 9時 30分頃に必要書類を全て提出し、午後 3時頃に新しい

パスポートを受理できた）。写真撮影料と手数料は保険で請求可能。 

（2）その他
携帯電話・財布：2つずつ所持するべき➡被害後の滞在費や食費等で困ることはない。 

緊急連絡先：紙ベースとデータベースで携帯する。特に旅行先の大使館の位置・連絡先等を調べるのは

海外旅行の鉄則。

海外旅行保険：予定より延泊となった場合、宿泊費、交通費は領収書を提出すれば保険の対象となる。

保険会社に確認したところ、被害に遭ったことを報告しておけば、保険申請の手続きは帰国

後でも大丈夫ということだった。   
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授業支援システムに以下の情報が掲載されていますので、各自で確認してください。

1. 交換留学派遣募集書類

2. 協定校情報

3. 交換留学帰国生による報告書、費用、留学先大学（履修した授業、キャンパス、寮、サークル活動、

滞在地）についての情報

4. 大学紹介（協定校から本学に交換留学してきた学生からの情報）

5. 帰国後の就職活動

6. 留学に関する資料

*費用 ：【2020 年度】交換留学（派遣）募集関係資料[XRJOY99]→ 【参考資料】交換留学派遣帰国生に

よる報告書、アンケート、費用調べ、チェック表→ 費用調べ_平成 30 年度 
*協定校情報：【2020 年度】交換留学（派遣）募集関係資料[XRJOY99]→> 協定校情報（Factsheet 等）→

協定校情報

*奨学金:【2020 年度】交換留学（派遣）募集関係資料[XRJOY99]→留学に関する資料等→ 留学のために

応募できる奨学金について

＊留学先については事前に社会・政治情勢について調べておくことが必要です。なるべく慎重に留

学先について考えてください。 

＊GSE の各プログラム(討論会、夏季集中講座、交換留学など)についての相談、質問は以下の mail で受

け付けます。

Email: ynugr-gse ynu.ac.jp 

Outbound Study Abroad    ： 留学情報（授業支援システム）
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