
 

 

交流協定締結大学への留学 

島根大学との交流協定締結大学に留学する場合，協定書覚書（学生交流）に基づき交換留学生として派遣しま

す。協定大学への留学を希望する学生は，まず島根大学において選考試験を受けなければなりません。交換

留学制度に関しての概要は次の通りです。 

 

                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

派 遣 期 間 

留学先における 

経費（生活費） 

学内選考試験 

必 要 書 類 

学内選考試験 

内      容 

奨  学  金 

留学中の単位 

６ヶ月以上１年以内。（留学期間が１年を超えることはできない） 

 

島根大学には授業料を納付すること。ただし，派遣先大学における授業料等

は，相互不徴収協定に基づき徴収されない。 

 

・交換留学申込書，留学計画書，指導教員の推薦書，学業成績証明書，健

康診断書 

・語学能力証明書関係  

◆アメリカ，カナダ，アイスランド希望者 ※詳細は別添参照 

  TOEFL iBT 65 点以上のスコア（提出日から２年以内のもの） 

◆イギリス エクセター大学希望者 ※詳細は別添参照 

TOEFL iBT 75 点以上のスコア（提出日から２年以内のもの） 

◆フランス・ドイツ・中国・韓国・台湾希望者 

語学能力を証明できる資格証明書又は語学担当教官の語学能力証明書 

フランスの場合，協定校への申請時（４月頃）には，DELF，TCF Ｂ1 以上（リ

ヨン），あるいはＡ1 以上（オルレアン）の能力が必要となります。 

◆上記以外の国希望者 

TOEFL のスコア（提出日から２年以内のもの，iBT61 点以上が望ましい）ま

たは英語担当教員の語学能力証明書 

 

・筆記試験（留学先国の言語による語学能力評価）                  

・面接試験（留学先国の言語による語学能力評価と日本語による人物評価

の二つを実施） 

                   

○独立行政法人日本学生支援機構(JASSO)奨学金 

第二種奨学金（短期留学）月額 3～12 万円（有利子貸与型，返還が必要） 

このほかに支度金として留学時特別貸与奨学金を 10 万円～50 万円までの

間で貸付申請できます。 

 

交換留学生として留学先大学で取得した単位を島根大学の単位として換算

することができます。（上限：学部生 60 単位，院生 10 単位）。留学前に履修

計画を自分の所属学科の指導教員，授業担当教員，学務課の担当者に充

分確認しておいてください。 
  

・欧米：150～200 万円（1 年間） 

・アジア： 100～150 万円（1 年間） 

授  業  料 

問合せ先：国際交流課 高橋 

電話：0852-32-7023 

ied-ryugaku@office.shimane-u.ac.jp 

手続きの流れ 

 
 
 
 
 

11 月頃 

出願期間 

12 月中旬頃～1 月 

学内選考試験 

2 月中旬～ 

合格者を協定校へ推薦 

4 月から 7 月 

受入大学からの承諾書，

入学許可書が届く。島根

大学で入学許可手続き

 

8 月上旬 

留学許可証発行 

8 月または 9 月から半

年～約 1 年間留学。派

遣期間は，派遣先によ

り異なる。 

年 2 回 7 月・11 月頃 

派遣留学説明会 

留学ビザ，航空券取得 



◆留学のための語学能力条件 

国名 大学名 
出願時（H30.11）に必要な語

学能力 

協定校への推薦時（H31.3）

に必要な語学能力 

アメリカ 

アーカンソー大学 
TOEFL iBT 65点以上 
または IELTS 6.0以上 

TOEFL iBT 79点以上 
または IELTS 6.5以上 

フロリダ大学 TOEFL iBT 71点以上 

ケント州立大学 
TOEFL iBT 65点以上 
または IELTS 5.5以上 

TOEFL iBT 71点以上 ※１ 
または IELTS 6.0以上 

カナダ ニピッシング大学 
TOEFL iBT 65点以上 
または IELTS 5.5以上 

TOEFL iBT 80 点以上（全セク
ション 20点以上） 
または IELTS 6.0以上（全バ
ンド 6以上） 

ア イ ス ラ
ンド 

アイスランド大学 
TOEFL iBT 65点以上 
または IELTS 6.0以上 

TOEFL iBT 79点以上 
または IELTS 6.5以上 

イギリス エクセター大学 
IELTS 6.0以上 
または TOEFL iBT 75点以上 
 

IELTS 6.5以上 ※２ 
・Writing 6.0以上 
・その他部門 5.5以上 
または 
TOEFL iBT 90点以上 ※２ 
・Writing 21点以上 
・Listening 21 点以上 
・Reading 21点以上 
・Speaking 23点以上 

フランス 
ジャン・ムーラン・リヨン第３大学 フランス語担当教員による

語学能力証明または各種検
定試験の公式スコア 
（目安は仏検３級） 

DELF，TCF B1 以上 ※３ 

オルレアン大学 DELF，TCF A1 以上 

ドイツ トリア大学 

ドイツ語担当教員による語
学能力証明または各種検定
試験の公式スコア 
（目安は独検３級） 

推薦時に語学基準は定めら
れてないが，留学生向けのド
イツ語クラスはレベル別に
分けられる。ドイツ語能力が
高ければ，他の授業も履修可
能になる。 

韓国 

慶尚大学校 

韓国語担当教員による語学
能力証明または各種検定試
験の公式スコア 
（目安は TOPIK２級） 

推薦時に必要な語学基準は
定められていないが，能力が
低ければ履修できる授業は
留学生向けの基礎韓国語の
み。他の授業の履修には充分
な韓国語能力が必要。目安は
TOPIK３級以上 

慶北大学校 

各種検定試験のスコア等の
提出は必須ではないが，授業
についていける充分な韓国
語能力または英語能力が必
要。目安は TOPIK３級以上 

中国 北京師範大学 

中国語担当教員による語学
能力証明または各種検定試
験の公式スコア 
（目安は HSK/中検３級） 

・漢語研修生： 
各種検定試験のスコア等の
提出は必須ではないが，基礎
的な中国語能力が必要 
・普通研修生： 
授業について行ける中国語
能力が必要（HSK５級で 180
点以上程度） 

※１ 希望する学科によっては，更に高いスコアを求められることがあります。 
※２ 希望する学科によっては，更に高いスコアを求められることがあります。 

ビジネス，経済，歴史，英語系などの学科は IELTS 7.0 以上/TOEFL 100点以上が必要です。 
※３ 英語で授業を受けるコースの場合，TOEFL iBT 80 点以上に相当する英語能力が必要です。 
※４ 春学期からの留学を希望する人，大学院への留学や，上記に無い大学への留学を希望する人は事前 

に相談してください。個別に受入れ基準を確認する必要があります。 
※５ 協定校への推薦時に必要な条件は，推薦時までに変更になる場合があります。 



大学間交流協定校等一覧（授業料相互不徴収による学生交流を対象としている協定校） 

（２０1８年１１月１日現在） 

No. 国 名 交 流 大 学 名 
派遣人数 

（年間） 
備  考 

1 

アメリカ合衆国 

ケント州立大学 ２名※1 TOEFL iBT 71 点以上※2 

2 アーカンソー大学 ２名以内 TOEFL iBT 79 点以上 

3 フロリダ大学 ２名以内 TOEFL iBT 71 点以上 

4 カナダ ニピッシング大学 ２名以内 TOEFL iBT 80 点以上 

5 イギリス エクセター大学 １名 学部レベル 

6 アイスランド アイスランド大学 ２名以内 TOEFL iBT 90 点以上※2 

7 
フランス 

ジャン・ムーラン・リヨン第３大学 ４名以内 GPA3.0 以上/4.0 

8 オルレアン大学 ２名以内 TOEFL iBT 79 点以上 

9 ドイツ トリア大学第２学部 ３名以内 TCF，DELF B1 以上 

10 

大韓民国 

釜山教育大学校 ２名以内 TCF，DELF A1 以上 

11 慶尚大学校 ３名以内   

12 慶北大学校 ３名以内   

13 全北大学校 ２名以内   

14 釜慶大学校 
学部・大学院

各２名以内 
  

15 
インドネシア 

アンダラス大学 ２名以内   

16 ハサヌディン大学 ２名以内   

17 ネパール トリブバン大学 ２名以内   

18 モンゴル モンゴル科学技術大学 ２名以内   

19 ベトナム フエ農林大学 ２名以内   

20 

タイ 

マヒドン大学医学部シリラジ病院 ２名以内   

21 コンケン大学 ２名以内   

22 タマサート大学 ２名以内   

23 
キングモンクット工科大学トンブリ

校 
２名以内   

24 ナレスワン大学 ２名以内   

25 バングラデシュ ダッカ大学 ２名以内   

26 

インド共和国 

インド科学大学 ２名以内 大学院生のみ 

27 バナラスヒンドゥー大学 ２名以内   

28 コーチ理工大学 ２名以内   

29 ラジャギリ工業技術大学 ２名以内   

30 

中華人民共和国 

東北林業大学 １名   

31 南京林業大学 １名   

32 中国農業大学 ２名以内   

33 寧夏大学 ２名以内   

34 北京林業大学 ２名以内   

35 吉林大学 ２名以内   

36 河北師範大学 ２名以内   

37 大連大学 ２名以内   



38 寧夏医科大学 ２名以内   

39 北京師範大学 １名   

40 山東大学 ６名以内   

41 東北師範大学 ２名以内   

42 北京農学院 ２名以内   

43 閩南師範大学 ２名以内   

44 西北農林科技大学 ２名以内   

45 北京科技大学 ２名以内   

46 ネパール トリブバン大学 ２名以内   

47 
カザフスタン 

セメイ国立医科大学 ２名以内   

48 カラガンダ医科大学 ２名以内   

49 
台湾 

開南大学 ２名以内 
英語での授業履修は，TOEFL 

iBT 60 点（TOEIC650 点）以上 

50 東海大学 ２名以内   

※１ ケント州立大学については，年度ごとに先方との調整の上，派遣可能人数を決定します。 

平成 31 年度派遣可能人数は，現在２名の予定ですが，最終的には２月頃に確定することになっています。 

※２ 希望する学科によっては，更に高いスコアを求められることがあります。 

※３ 上記の内容は，推薦時までに変更になる場合があります。 


