
  

 
 

 

平成 30 年度 東京学芸大学派遣留学生（学部および大学院）募集要項 

【大学間交流協定校派遣留学生】 

                             東京学芸大学 

国際戦略推進本部 

 

1.応募資格 

（1）本学に 1 学期以上在籍した学部生，または大学院生である者 
（2）交流協定校で専門教育の単位履修をする目的が明確な者 
（3）学生交流協定校が定める語学要件を満たし，かつ要求された語学検定試験スコアを申請時に提 

出できる者 
（4）GPA が 2.0 以上である者（平成 29 年度春学期までの GPA。但し大学院生については学部時の評価とする。） 

 
2.募集人数 

別表のとおり 
 
3.派遣先大学 

（1）別表のとおり 
（2）1 校または 2 校まで希望できるが，本学が推薦するのは１校のみとする。 
（3）面接試験受験者は，各大学とも交換枠数の 2倍程度までとし，応募人数がそれを超えた場合は GPA によ

る予備選抜を行う。但し，交換枠数にかかわらず 6名までは面接受験対象者とする。 

（4）申請期間終了後，予備選抜の有無を公表し，予備選抜に漏れた者については，面接試験 5日前までの間

に派遣希望大学を変更することができる。 

 

4.派遣期間 

派遣期間は 1 年以内とし，平成 30 年度内を基本とするが，派遣先大学の学期開始が 2月および 3月の場

合は，平成 29 年度中に派遣される場合もある。派遣開始時期については希望に添えない場合があるので，

あらかじめ国際課に相談すること。 

 

5.奨学金等 

交流協定締結校では入学料，検定料および授業料は徴収されないが，留学期間中は本学に授業料を納付し

なければならない。 
 

（1）独立行政法人日本学生支援機構海外留学支援制度（協定派遣）奨学金 

独立行政法人日本学生支援機構（JASSO）に採択されたプログラムに参加し，要件を満たす場 

合には奨学金（月額 6～10 万円。派遣先により異なる）を支給。 

【主な資格及び要件】 

・学業成績が優秀で人物等に優れており，本学における前年度の成績評価係数が 2.30 以上 

・経済的理由により，自費のみでの参加が困難な者 

 

（2）東京学芸大学学生後援会留学奨励金 

①留学支援金･････････････平成 29年度実績： 月額 10,000 円（JASSO 奨学金等の受給者以外） 

②留学準備金･････････････平成 29年度実績： 50,000 円（渡航前 1回限り） 

※（1）および（2）①に関しては，当初の留学期間を短縮した場合は返納義務が生ずる。留学期間が延長さ

れた場合は加算されない。 

 



 
6.提出書類 

（1）留学希望調書（指定様式） 

（2）指導教員推薦書（指定様式） 

（1）（3）（4）（5）（8）の書類を指導教員に確認してもらった上で，記入および封入してもらう 

こと。 

（3）保証人承諾書（指定様式） 

（4）履修計画書（指定様式） 

   平成 30（2018）年度以降に履修予定の介護等体験，事前・事後指導，基礎実習，応用実習，選択実習，

教職実践演習，卒業研究（「記入例２」のように，年度の異なる春学期と秋学期に分割履修することも可）

について記入すること。    

（5）成績通知書（GPA が記載されているもの。大学院生については学部時のものを提出。） 

   成績証明書ではなく，GPA が記載されている成績通知書を提出する。在学生は，学生トータルシステム

から出力すること。本学出身の大学院生については成績証明書に GPA 記載希望として学務課に発行を依

頼する。発行まで一週間を要するので余裕をみて申請すること。他大学出身者は学部時のものを取り寄

せて提出すること。 

（6）留学希望先大学の資料 

ホームページやパンフレット等から，志望理由が分かる部分を添付すること。サイズは A4 判とする。留

学希望調書に留学希望大学を 2校記入した場合は，2校分の資料を添付すること。 

（7）語学検定試験結果通知の写し 

（派遣先大学での語学要件による。必須でない場合も，提出があれば選考の参考とする。英語圏について

は，TOEFL 又は IELTS のスコアを必ず提出すること。） 

（8）小論文 

1．留学の動機，2．目的，3．留学先大学の専攻分野などについて具体的・論理的に記述し，A4 判に 800

字以上 1000 字以内にまとめたもの。留学希望調書に留学希望大学を 2校記入した場合でも，1校につい

て作成すればよい。 

 

7.選考方法 

留学プログラム実施部会の選考による。 

 

8.申請期間および申請書提出先 

（1）申請期間：平成 29年 10 月 18 日（水）～ 10 月 27 日（金）17：00 

                     

（2）提出先： 学務部国際課 学生交流支援係（S 棟 3 階） 

 

9.面接試験日程 

平成 29 年 11 月 8 日（水）  

※時間については後日連絡（15:00 以降を予定） 

※語圏ごとに面接試験を実施。異なる語圏の大学を希望する場合には，それぞれの語圏別面接試験を受

けること。 

 

10.選考結果（派遣予定者）の発表 

  平成 29 年 11 月 13 日（月）13：00 

  



 
大学間交流協定（学生交流）締結校 52 大学  

※語学要件等が変更となる場合があります。 

語
圏 

大学名 国・地域名 語学要件等 

交
換
枠
数 

コーディネー

タ氏名 

中
国
語
圏 

北京師範大学  中華人民共和国 
語学研修のみを目的とする場合は，特に語学力の条件はない。語学
科目以外の履修を希望する場合，理工系は HSK3 級以上，人文系
は 6 級レベルが必要。GPA3.2 以上が望ましい。 

5 木村 守 

北京外国語大学 中華人民共和国 
語学科目以外の履修を希望する場合，理工系は HSK3 級以上， 
人文系は 6 級レベルが必要。GPA3.2 以上が望ましい。語学研修の

みを目的とする場合は，特に語学力の条件はない。 
2 木村 守 

東北師範大学 中華人民共和国 
語学研修のみを目的とする場合は，HSK 受験は不要。初級からレベ
ルに応じて指導する。語学以外の専門教育科目を履修希望の場合
は，HSK6 級が必要。 

2 岩田康之 

蘇州大学  中華人民共和国 
語学研修のみを目的とする場合は，特に語学力の条件はない。ある
程度基礎語学力のあることが望ましい。語学科目以外の履修を希望
する場合，HSK4 級から 6 級レベルが必要。 

2 佐藤正光 

華東師範大学  中華人民共和国 

語学研修のみを目的とする場合，特に語学力の条件はないが，留学
に早く慣れるためにも基礎語学力のあることが望ましい。語学科目以
外の履修を希望する場合は，理工系は HSK3 級，人文系は 6 級レ
ベルが必要。GPA3.0 以上が望ましい。 

2 木村 守 

上海師範大学  中華人民共和国 

語学研修のみを目的とする場合は，特に語学力の条件はない。語学
科目以外の履修を希望する場合は，理工系は HSK3 級，人文系は 6
級レベルが必要。HSK を受験していない場合は，要求された HSK
のレベルに相当する語学力があるという証明書が必要。 

5 木村 守 

華中師範大学 中華人民共和国 語学研修のみを目的とする場合は，特に語学力の条件はない。 2 小嶋茂稔 

南京師範大学 中華人民共和国 語学研修のみを目的とする場合は，特に語学力の条件はない。 2 小嶋茂稔 

湖南師範大学 中華人民共和国 語学研修のみを目的とする場合は，特に語学力の条件はない。語学
科目以外の履修を希望する場合，HSK5 級から 6 級レベルが必要。 2 小嶋茂稔 

国立台湾大学  台湾 
語学研修のみを目的とする場合は，特に語学力の条件はない。ある
程度の基礎語学力があることが望ましい。語学科目以外の履修を希
望する場合は，HSK4 級から 6 級レベルが必要。 

4 藤井健志 

国立台湾師範大学  台湾 

語学研修のみを目的とする場合は，特に語学力の条件はない。ある
程度の基礎語学力があることが望ましい。語学科目以外の履修を希
望する場合は，HSK4 級から 6 級レベルが必要。GPA3.0 以上が望ま
しい。 

1 加藤泰弘 

国立台中教育大学 台湾 授業履修を希望する場合は，中国語能力試験（Test Of Proficiency-
Huayu）中級が必要。 2 田中比呂志 

韓
国
語
圏 

ソウル大学校師範大学 大韓民国 TOEFL iBT88 点または韓国語能力試験（TOPIK）5 級以上が望まし
い。GPA3.0 以上。 2 長谷川正 

新羅大学校 大韓民国 生活上，少なくともハングル能力検定試験 4 級以上が必要。ハングル
語の授業履修には，中級（3 級以上）が望ましい。 3 長谷川正 

全南大学校 大韓民国 中級程度（ハングル能力検定試験 3 級以上）が望ましい。 2 長谷川正 

公州大学校 大韓民国 中級程度（ハングル能力検定試験 3 級以上）が望ましい。 3 下田 誠 

ソウル市立大学校  大韓民国 生活上，少なくともハングル能力検定試験 4 級合格のレベルは必
要。 5 及川英二郎 

京畿大学校 大韓民国 通常の授業を履修する場合は，韓国語を話すことができること。 2 長谷川正 

ソウル教育大学校  大韓民国 
韓国語能力試験（TOPIK）3 級以上が望ましい。GPA3.1 以上が望ま
しい。春学期からの１年間の留学でなければ，受入れが認められな
い。 

5 下田 誠 

忠南大学校 大韓民国 TOEFL iBT80 点または韓国語能力試験（TOPIK）3 級以上が望まし
い。GPA3.0 以上が望ましい。 1 下田 誠 

韓国教員大学校 大韓民国 韓国語能力試験（TOPIK）3 級以上が望ましい。 2 下田 誠 

京仁教育大学校 大韓民国 韓国語能力試験（TOPIK）4 以下の場合，韓国語のクラスを受講しな
ければならない。 2 下田 誠 

清州教育大学校 大韓民国 授業に参加するために必要な語学力を有していること。 1 及川英二郎 

済州大学校 大韓民国 TOEFL iBT80 点または韓国語能力試験（TOPIK）4 級以上が望まし
い。 2 及川英二郎 



 

英
語
圏 

 

※
２ 

キャンベラ大学  オーストラリア連邦 

学部課程のみ。TOEFL iBT60（R-10, L-9, S-16, W-19 以上であるこ
と）点以上，又は IELTS6.0（どの分野も 5.5 以上であること）点以上が
必要。達しない場合は，ELICOS で英語学習を義務付けられる。（有
料）。GPA2.5 以上。 

2 高山芳樹 

西シドニー大学  オーストラリア連邦 

TOEFLiBT89 点以上（Writing 21 点，他セクション各 18 点以上が必
要）又は IELTS 6.5 以上（各セクション 6.0 以上）に達しない場合は，
UWS College で 10 週間から 40 週間の英語学習を義務付けられる
（有料）。 

4 菅 美弥 

ビクトリア大学 オーストラリア連邦 
TOEFL iBT 80 点以上（各セクション最低 20 点以上）又は IELTS6.0
以上（各セクション 6.0 以上）。達しない場合は，ELICOS で英語学習
を義務付けられる（有料）。GPA2.5 以上。 

2 菅 美弥 

カーセジ大学  アメリカ合衆国 

TOEFL iBT72 点以上が必要（各セクション 18 点以上，合計 72 点以
上が望ましい）。又は IELTS6.0 以上。大学付属の英語学校がないた
め，授業履修のために十分な英語力が必要。点数に満たないと受入
れを断られる場合がある。 

2 フェルジャ
ニ アリ 

ボールステイト大学  アメリカ合衆国 

学部課程のみ。ボールステイト大学に入学後，オリエンテーションまで
に英語能力試験を受け，その結果により集中英語コース（ESL・現在
のところ無料）やレギュラーコースの登録が決定する。 
なお，TOEFLiBT が７９点以上又は IELTS6.5 以上（各セクションのス
コアは問わない）あれば、英語能力試験の受験は不要であり、レギュ
ラーの科目の履修が認められる。GPA が 2.0 以上であること。 

3 岩本良裕 

ハワイ大学ヒロ校 アメリカ合衆国 

TOEFL iBT61 点以上又は IELTS5.5 以上あることが望ましい。
TOEFL iBT61 点又は IELTS5.5 以上に達しない場合は、ESL で学
習を義務付けられる（現在のところ無料）。GPA3.0 以上。学部 2 年生
以上。 

2 谷部弘子 

カンタベリー大学 ニュージーランド 

学部聴講のためには IELTS 全体のスコアが 6.0（どの分野も 5.5 以

上）、TOEFLiBT は 80 以上、writing は 19 以上であり，どの分野も

5.5 以上であること。これに達しない場合は，CCEL で有料の英語学

習が義務づけられる。 

5 鈴木直樹 

独
語
圏 

トリア大学第Ⅱ学部  ドイツ連邦共和国 ドイツ語は中級以上であることが望ましい。 5 赤司英一郎 

ハイデルベルク大学  ドイツ連邦共和国 ドイツ語は中級以上であることが望ましい。希望により学期開始前に 1
カ月程度のドイツ語講習を受講できる。 5 川手圭一 

ﾌﾘｰﾄﾞﾘｯﾋｱﾚｸｻﾝﾀﾞｰ大学 
ｴｱﾗﾝｹﾞﾝﾆｭﾙﾝﾍﾞﾙｸ  ドイツ連邦共和国 

CEF（Common European Framework of Reference for 
Languages：ヨーロッパ言語共通参照枠）A2 以上であることが望まし
い（申請時にドイツ語能力証明書の提出が必要）。 

3 尾関 幸 

ハンブルク大学 
アジア・アフリカ研究所  ドイツ連邦共和国 ドイツ語は中級以上であることが望ましい。サマー・スクール（毎年

8.1-31 開催）受講者であることが望ましい。 2 川手圭一 

仏
語
圏 

国立東洋言語文化大学
（INALCO）  フランス共和国 

フランス語を履修していること（2 年間履修していることが望ましい）。
留学生向けフランス語科目以外の専門科目への履修希望がある場
合は，少なくとも仏検 2 級以上を持っていることが望ましい。秋学期か
らの１年間の留学でなければ，受入れが認められない。 

2 荻野文隆 

パリ・ディドロ大学 フランス共和国 
フランス語を履修していること（2 年間履修していることが望ましい）。
留学生向けフランス語以外の専門科目への履修希望がある場合は，
少なくとも仏検 2 級以上を持っていることが望ましい。 

2 荻野文隆 

オルレアン大学 フランス共和国 
フランス語を履修していること（2 年間履修していることが望ましい）。
留学生向けフランス語以外の専門科目への履修希望がある場合は，
少なくとも仏検 2 級以上を持っていることが望ましい。 

2 荻野文隆 

西
語
圏 

チアパス州立芸術科学
大学 メキシコ合衆国 スペイン語は中級以上であることが望ましい。 2 鉄矢悦朗 

準
英
語
圏
外 

ヨテボリ大学  スウェーデン王国 留学生向けの授業は英語のため，英語力は中級以上（TOEFL iBT61
点以上）が必須。TOFEL スコアの提出が必要。 5 斎藤純男 

ウメオ大学 スウェーデン王国 授業で使用する言語でのコミュニケーション能力が充分であること。 2 斎藤純男 

ヤゲロー大学 ポーランド共和国 

英語の授業に参加し，議論，試験などを行うために，英語のレヴェル
としてヨーロッパ言語共通参照枠（CEFR）の B２（TOEFL iBT72 以
上，IELTS 5.5 以上）に相応する英語力を必要とする。ポーランド語は
要件としない。 

2 川手圭一 

ダルエスサラーム大学 
教育学部 

タンザニア連合共
和国 公用語は英語のため，少なくとも TOEFL iBT61 点以上。 2 椿真智子 



 
フィリピン教育大学 フィリピン共和国 公用語は英語のため，少なくとも TOEFL iBT61 点以上。 2 椿真智子 

インドネシア教育大学 インドネシア共和
国 

インドネシア語または英語（少なくとも TOEFL iBT61 点以上が望まし
い）。 2 谷部弘子 

香港中文大学  中華人民共和国 
英語で行われている授業を受講するためには TOEFL iBT71 点以上
または IELTS6.0 以上が必要。GPA3.0 以上が望ましい。学部生が対
象。 

3 岩田康之 

タマサート大学 タイ王国 タイ語または英語(TOEFL iBT61 点以上が必要)。留学生用の語学コ
ースはない。GPA2.8 以上。学部生のみ。 2 吉野 晃 

シラパコーン大学  タイ王国 
タイ語能力については渡航前に可能な限り学習して来ること。タイ語
が初級の場合，意志の疎通が出来る英語力があること(TOEFL iBT61
点以上が望ましい)。GPA2.5 以上が望ましい。 

2 斎藤純男 

コンケン大学 タイ王国 タイ語または英語(TOEFL iBT61 点以上が望ましい)。 2 岩田康之 

ラジャバト大学プラナコン タイ王国 タイ語または英語(TOEFL iBT61 点以上が望ましい)。 1 真山茂樹 

 

ベトナム国家大学ハノイ
校人文社会科学大学 

ベトナム社会主義
共和国 

英語での授業履修のためには，少なくとも TOEFL iBT61 点以上必
要。 2 木村 守 

ベトナム国家大学ハノイ
校外国語大学 

ベトナム社会主義
共和国 

英語での授業履修のためには，少なくとも TOEFL iBT61 点以上必
要。 3 木村 守 

※１ 学部生の場合 2 名，大学院生の場合 1 名枠となります。 

※２ 英語圏については，TOEFL 又は IELTS のスコアを提出してください。申請時に TOEFL スコアの提出が 

   ないものは受付できません。 

 


