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１ 

１． 制度について 

本学と協定を結んでいる海外の大学へ、本学の代表として派遣する制度です。したがって留学中も自覚を 

もって行動する事が期待されます。また、休学をすることなく本学に在学したまま留学することができます。 

 

２．派遣人数 と留学期間 

留学先大学ごとに下記の通りです。いずれも６学部（教育学部、人間科学部、文学部、情報学部、国際学 

部、経営学部）の学生のうち選考に通った者。 

 【第Ⅰ期募集：2019年度春学期留学開始 】 

留 学 先 留学期間 派遣人数 

NZ カンタベリー大学（UC） 2019年2月～（約1年間） 1名以内 

ドイツ デュッセルドルフ大学（DU） 2019年4月～（約1年間） 2名以内 

韓国 

韓国外国語大学校（韓外大） 2019年3月～ (約1年間もしくは約半年間) 2名以内 

韓国極東大学校（極東） 2019年3月～（約1年間） 2名以内 

韓国誠信女子大学校（誠信） 2019年3月～ (約1年間もしくは約半年間) 
2名以内 

（注意1） 

中国 

北京外国語大学 

（北京外大） 

2019年2月～ (約1年間もしくは約半年間) 

各大学 

2名以内 

（注意1） 

北京師範大学珠海分校 

（北師大珠海） 

華東師範大学 

（華師大） 

ベトナム FPT大学（FPT） 2019年5月～（約1年間もしくは約半年間） 
2名以内 

（注意1） 

 

 【第Ⅱ期募集：2019年度秋学期留学開始 】 

留 学 先 留学期間 派遣人数 

韓国 韓国誠信女子大学校（誠信） 2019年9月～ (約1年間もしくは約半年間) 
2名以内 

（注意1） 

中国 

南開大学（南開） 2019年9月～（約1年間） 2名以内 

北京外国語大学 

（北京外大） 

2019年9月～ (約1年間もしくは約半年間) 

各大学 

2名以内 

（注意1） 

北京師範大学珠海分校 

（北師大珠海） 

華東師範大学 

（華師大） 

ベトナム FPT大学（FPT） 2019年9月～（約半年間） 
2名以内 

（注意1） 

米国 

コンコーディア大学 （CU） 2019年8月～（約1年間もしくは約半年間） 2名以内 

エドモンズコミュニティカレッジ 

（EdCC） 
2019年9月～（約半年間） 3名以内 



２ 

（注意1）Ⅰ期・Ⅱ期に派遣する数は、Ⅰ期とⅡ期合わせて計2名以内です。 

例：Ⅰ期に派遣者数が 2名の場合、Ⅱ期の派遣留学生は募集しません。 

 

３．留学説明会  

留学説明会は下記の日程で行います。いずれも現時点での予定です。 

 

４．派遣留学期間中の本学への学納金 

派遣留学期間中の学納金等については下記の通りです。派遣留学先によって異なります。 

留学先 文教大学 学納金 
派遣留学先大学の

授業料 

UC・DU・ 

韓外大・極東 

1年間留学する場合：派遣留学期間中（2019年度春学期および

秋学期）の授業料および教育充実費（学籍維持費相当分）を納入 

半年間留学する場合(韓外大のみ)：派遣留学期間中（2019年度

春学期）の授業料および教育充実費（学籍維持費相当分）を納入 

免 除 

南開 
派遣留学期間中（2019年度秋学期および 2020年度春学期） 

の授業料および教育充実費（学籍維持費相当分）を納入。 
免 除 

誠信・北京外大・

北師大珠海・華師

大 

〔Ⅰ期〕 

1年間留学する場合：派遣留学期間中（2019年度春学期及び

秋学期）の授業料及び教育充実費（学籍維持費相当分）を納入 

半年間留学する場合：派遣留学期間中（2019年度春学期）の授

業料及び教育充実費（学籍維持費相当分）を納入 

〔Ⅱ期〕 

1年間留学する場合：派遣留学期間中（2019年度秋学期及び

2019年度春学期）授業料及び教育充実費（学籍維持費相当

分）を納入 

半年間留学する場合：派遣留学期間中（2019年度秋学期）授業

料及び教育充実費（学籍維持費相当分）を納入 

免 除 

期別 キャンパス 開催日程 時間 場所 

 

 

第Ⅰ期 

越谷校舎 
①2018年 4月19日(木) 

②2018年 5月11日(金) 
12：20～12：50 3302教室 

湘南校舎 
①2018年 4月19日(木) 

②2018年 5月11日(金) 
12：40～13：15 6102教室 

 

 

第Ⅱ期 

越谷校舎 
①2018年 7月13日（金） 

②2018年 10月11日（木） 
12：20～12：50 3302教室 

湘南校舎 
①2018年 7月13日（金） 

②2018年 10月11日（木） 
12：40～13：15 6102教室 



３ 

FPT 

〔1期〕 

1年間留学する場合：派遣留学期間中（2019年度春学期及び

秋学期）の授業料及び教育充実費（学籍維持費相当分）を納入 

半年間留学する場合：派遣留学期間中（2019年度春学期）の授

業料及び教育充実費（学籍維持費相当分）を納入 

〔2期〕 

派遣留学期間中（2019年度秋学期）の授業料及び教育充実費

（学籍維持費相当分）を納入 

免 除 

CU 

免除。ただし、 

1年間留学する場合：派遣留学期間中（2019年度秋学期および

2020年度春学期）の学籍維持費相当分のみ納入。 

半年間留学する場合：派遣留学期間中（2019年度秋学期）の学籍

維持費相当分のみ納入。 

授業料とそれに伴う 

諸費用を納入 

EdCC 
免除。ただし、派遣留学期間中（2019年度秋学期）の学籍維持費

相当分のみ納入。 

授業料とそれに伴う 

諸費用を納入 

 

５．留学先での必要経費（概算） 

留学時には、渡航費、保険料、滞在費、食費、教材費等を自己負担しなければなりません。留学先でのアル

バイトは禁止です。留学を計画するにあたっては充分な経済的条件を整えることが重要です。下記の概算表以

外に、渡航費と保険料だけで 20万円～50万円程度かかります(留学先により異なるとともに個人差がありま

す)。出願時に選択した留学期間は、留学確定後は事由に関らず変更できません。 

※表中の日本円は募集要項作成時の為替レートでの換算です。実際の留学時とは異なりますのであらかじめご了承ください。 

※直近の派遣留学生の実績・派遣先の大学からの案内に基づいて計算しており、あくまで目安です。 

留学先 留学先での必要経費(概算) 必要経費内容（概算） 

UC 

約NZ$18,300 

  約1,647,900円 

（1NZ$＝90円換算） 

・寮費と食費：NZ$ 15,000 

・学生サービス料：NZ$ 725 

・保険料：NZ$585  

・雑費：NZ$2,000 

※なお、英語コースを受講する場合は、上記の必要経費プラス約

NZ$450/週がかかります。 

DU 

約€9,950 

約¥1,300,000 

(1€＝130円換算) 

*注意① 

・寮費：約€350(1ヶ月) 

・生活費・食費等：€400(1ヶ月) 

・ドイツ保険料：約€100(1ヶ月) *注意② 

・登録費：約€300(1学期) *注意③ 

韓 

外 

大 

①約1年間 

約10,000,000ウォン 

  約 ¥1,100,000 

②約半年間 

 約5,000,000ウォン 

約 ¥550,000 

(1ウォン＝0.11円換算)   

*注意④ 

・寮費： ①約320万ウォン  ②160万ウォン 

・食費： ①約300万ウォン   ②150万ウォン 

・教科書代：①約30万ウォン  ②15万ウォン 

・生活費・雑費：①350万ウォン ②175万ウォン 

極 

東 

約9,500,000ウォン 

   約¥1,045,000 注意④ 

(1ウォン＝0.11円換算) 

・寮費：約20万ウォン(1ヵ月) *注意⑤ 

・食費：約300万ウォン(10ヶ月) 

・雑費：約450万ウォン(10ヶ月) 



４ 

誠 

信 

①春・秋学期 及び 

②秋・春学期 

  約1,240万ウォン 

  約¥1,364,000 

③春学期及び④秋学期 

 約565万ウォン 

  約¥621,500 

(1ウォン＝0.11円換算) 

・寮費：①②約165万ウォン ③④約360万ウォン 

*寮費は30万ウォン/月 

*1学期ごとに15万ウォンの保証金が必要。 

*2万5千ウォン/月の管理費・光熱費含む。 

 但し、これを超える部分は個人負担。 

*長期休暇中の寮滞在を希望する場合は、現地にて要相談。 

費用は別途。  *注意⑥ 

・生活費（食費、雑費等）：約80万ウォン/月 

南 

開 

約 49,200～70,800元 

約 984,000～1,416,000円 

 

（1元＝20円換算） 

・寮費：２人部屋 約1,800元×12ヶ月＝約21,600元 

     １人部屋 約3,600元×12か月＝約43,200元 

・教科書・生活用品・食費・雑費・居留届・他： 

2,300元×12ヶ月＝約27,600元 

*その他自由選択の授業料は個人負担（1科目無料） 

北 

京 

外 

大 

①約1年間 

 約 53,640元  

約 1,072,800円 

②約半年間 

 約 26,820元 

約 530,400円 

（1元＝20円換算） 

・寮費： 

①：約2,170元×12ヶ月＝約26,040元 

②：約2,170元×6ヶ月＝約13,020元 

・教科書・生活用品・食費・雑費・居留届・他： 

 ①：2,300元×12ヶ月＝約27,600元 

②：2,300元×6ヶ月＝約13,800元 

北 

師 

大 

珠 

海 

①約1年間 

 約 29,600元  

約 592,000円 

②約半年間 

 約 14,800元 

約 296,000円 

（1元＝20円換算） 

・寮費： 

①：約5,600元（一人部屋） 

②：約2,800元（一人部屋） 

・教科書・生活用品・食費・雑費・居留届・他： 

   ①：2,000元×12ヶ月＝約24,000元 

  ②：2,000元× 6ヶ月＝約12,000元 

華 

師 

大 

①約1年間 

 約 30,000元  

約 600,000円 

②約半年間 

 約 15,000元 

約 300,000円 

（1元＝20円換算） 

・寮費： 

①：約1,250元×12ヶ月＝約15,000元 

②：約1,250元×6ヶ月＝約 7,500元 

・教科書・生活用品・食費・雑費・居留届・他： 

   ①：約1,250元×12ヶ月＝約15,000元 

  ②：約1,250元×6ヶ月＝約 7,500元 

FPT 

約US$600＋16万円 

   （約232,000円） 

（1$＝120円換算) 

・寮費：約$600 

*1ヵ月の寮費は約$150 

*トイレ・バス付の3人部屋 

*水道光熱費、インターネット接続料含む。 

・生活費（食費、雑費等）：約16万円   

CU 

①秋・春学期 

約$21,000 約2,520,000円 

②秋学期のみ 

約$10,500 約1,260,000円 

（1$＝120円換算) 

・授業料：①約$7,000 ②約$3,500 

・寮費・食費：①約$10,000 ②約$5,000 

(滞在タイプや食費プラン内容により異なる) 

・教科書代、雑費、生活費など：①約$4,000 ②約$2,000 

EdCC 

約$12,500 

約1,500,000円 

（1$＝120円換算) 

・授業料（平均）：約$6,200（授業料は履修単位数により異なる） 

・教科書代・雑費など：約$1,500 

・家賃・食費・登録費：約$4,800（滞在タイプにより異なる） 

＊注意①：ドイツ語能力の不足を補うために、デュッセルドルフ大学と協定関係にある IIK のドイツ語授業の履修が必

要となる可能性があります。その場合には、自己負担となります。 



５ 

＊注意②：ドイツの大学の学生証（近郊の交通機関のフリーパス込み）の発行には、ドイツの健康保険に加入すること

が条件です。ドイツの保険料は月額€100 ほどで、割高に感じられますが、通常の治療や検査の場合の、

自己負担は全くありません。 

＊注意③：学期ごとに必要な学籍登録費(約€300/学期)。これは学費ではなく、デュッセルドルフ近郊の全ての交通機

関に無料で乗車ができ、学食を利用するために必要な身分証明書を発行するための登録費用。 

＊注意④：寮費・食費・雑費等すべての合計金額の概算ですが、留学期間により異なります。また、場合によっては、

大学寮に入寮できないことがあります。その場合にはご自身で滞在先を探して確保していただきます。 

＊注意⑤：2人部屋の場合20万ウォン（1ヶ月）、4人部屋の場合15万ウォン(1ヶ月)となります。 

＊注意⑥：派遣留学生はキャンパス内の寮ではなく、キャンパスから徒歩5～10分の距離の大学所有の外国人留学生

専用の宿舎に滞在します。 

 

６．出願資格および派遣の条件 

学部学生で、出発（留学開始）時に 1年以上本学に在学し、1ヶ年について 30単位以上を修得した者で、出

願時及び出発前（留学先大学が定める期限まで）に下記の資格を取得している者。ただし、語学力証明書は、

過去2年以内に取得したものとします。なお、3年次在学中に出願する場合は、事前に自分の単位修得状況を

確認し、卒業要件単位の充足状況を各校舎国際交流センター国際交流室に申し出てください。状況に応じて教

育支援課または教務課窓口にて事前に相談していただきます。 

※1年生はⅠ期（UC、DU、韓外大、極東、誠信、北京外大、北師大珠海、華師大、FPT）の出願はできません。 

大学名 文教大学への出願時 留学先大学への出願時(留学先大学が定める期限)   

UC TOEFL- iBT 46点以上＊注意① 

TOEFL-iBT80点以上 

  ※iBT80点以上の場合はカンタベリー大学の学部授業が 

履修できますが、カンタベリー大学の指定時期までに

TOEFL-iBT80点にスコアが届かなかった場合、学部

の授業は受けず、自費でカンタベリー大学併設の英語

コースを受講します（英語コース受講に係る費用は約

NZ$450/週）。英語コースから留学を開始する場合、留

学開始は 4月上旬となります。カンタベリー大学入学基

準をクリアした場合は、7月よりカンタベリー大学学部へ

の編入が可能です。＊注意① 

DU  

 

原則としてドイツ語技能検定試験（独

検）の 4級以上を取得している者、また

はドイツ語技能検定試験4級と同等程

度の能力があると認められた者 

＊注意② ＊注意③ 

ドイツ語技能検定(独検)3級以上を取得している者 

ただし、出発時にドイツ語技能検定3級以上を取得 

していない場合には、留学が取り消されます。 

韓外大・極東・ 

誠信〔Ⅰ期〕 

韓国語能力試験を受験していること、

または 10月の同試験を受験すること     

                ＊注意④ 

2018年10月以前の韓国語能力試験を受験している者   

＊注意⑤ 

誠信〔Ⅱ期〕 
韓国語能力試験を受験していること、

または 4月の同試験を受験すること     

                ＊注意④ 

2019年4月以前の韓国語能力試験を受験している者   

                               ＊注意⑤    



６ 

南開・ 

北京外大 

北師大珠海 

華師大 

HSK（※）3級（筆記試験）を取得、 

もしくは同等程度の能力があると認められた者。※HSK：漢語水平考試 ＊注意⑥ 

FPT 英検準2級以上 or TOEIC 500点以上 or TOEFL-iBT 45点以上 

CU 

TOEFL- iBT 71点以上 または、英検準1級以上 

ただし、現地で行われるプレイスメントテストの結果により、コンコーディア大学と協定関係にある語

学学校での授業を受講しなければならない場合もあります。  ＊注意⑦ 

EdCC TOEFL- iBT 54点以上 または、英検2級A以上 ＊注意⑦ 

 

＊注意①：TOEFLの各セクション及びエッセイにスコアの最低基準が設けられています。 

＊注意②：独検：以下のホームページにて試験実施要領を確認してください。 URL: http://www.dokken.or.jp 

＊注意③：ドイツ語検定4級を取得していない場合は、出願時に語学担当教員からドイツ語能力について証明をして

もらう必要があります。詳細は国際交流センター国際交流室にご確認ください。 

＊注意④：韓国語能力試験（TOPIK）：以下のホームページにて試験実施要領を確認してください。 

URL: http://www.kref.or.jp/korea_kentei/ 

＊注意⑤：文教大学への出願時点において韓国語能力試験を一度も受験していない場合は、韓国語能力試験を必ず

受験し、留学先大学への出願時までに受験票もしくは受験結果のコピーを提出しなければなりません。受験

しなかった場合は、派遣留学資格を取り消します。 

＊注意⑥：HSK3級を取得していない場合は、出願時に語学担当教員から中国語能力について証明をしてもらう必要

があります。詳細は国際交流センター国際交流室にご確認ください。 

＊注意⑦：TOEFLスコアは現地大学の事情により変更になる場合があります。TOEFL‐IBT：次世代TOEFLテスト 

 

７．出願手続き 

     （１）出願受付期間・場所   

期別 期 間 場 所 

 

第Ⅰ期 
2018年5月11日（金）～ 

2018年6月8日（金） 各校舎国際交流センター 

国際交流室  

第Ⅱ期 
2018年10月11日（木）～ 

2019年1月17日(木） 

    

 （２）出願書類（様式１～４）の配布について 

           下記の国際交流センターホームページのダウンロードページから印刷してください。 

            URL：http://www.bunkyo.ac.jp/stf/kkokusai  

     （３）出願書類 

① 交換・派遣留学生願書  （様式１） 

② 自己紹介書（様式2）   

③ 誓約書・同意書（様式3）   ※誓約書は必ず申請者本人、同意書は保証人が記入のこと 

④ 留学目的・動機 および学習・研究計画（様式４） 
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⑤ 語学力証明書(原本)       

※証明書原本は、派遣留学先への出願時に不要な場合は、申請者本人に返却します。 

※TOEFLはOfficial Score Reportの提出が必要です。受験前に下記送付先（文教大学

国際交流センター宛）にOfficial Score Reportが送付されるよう各自で手続きを行ってくだ

さい（受験後に送付手続きをする場合は有料となります）。 

   送付先：Bunkyo University-International Exchange Center (Institution 

Code:0094) 

※やむを得ず出願時に証明書原本が準備できない場合は、受験結果やスコアが確認できる

Webページのコピーや、TOEFLの場合はExaminee Score Reportでも出願を受け付け

ます。ただし後日原本を提出すること。 

⑥ 単位成績証明書(和文）       

※３年生が出願する場合は、自分の卒業要件単位修得内容を確認の上、その状況を申し出 

てください。必要に応じて教育支援課または教務課の指導に従っていただきます。 

⑦ 健康診断書（和文、本学所定用紙） 

＊出願書類に記載された個人情報は、派遣留学に係わる用件以外では一切使用しません。 

＊出願書類の記入の際には、黒ボールペン使用のこと。 

 

８．選 考 （予定）  【※選考日は暫定です。】 

選考は、下記の通り行われる予定です。選考当日の予定は、各校舎国際交流センター国際交流室よりお

知らせします。 

期別 選 考 日 場 所 

 

第Ⅰ期 2018年6月16日（土）午後 
旗の台校舎 

（東京都品川区）  

第Ⅱ期 2019年1月26日（土）午後 

 

※選考では、総合的に考慮して適性等を判断します（ひとつの要素、たとえば成績や語学能力だけを重

視することはありません）。 

 例）・ 留学計画（目的、内容、派遣希望大学に関する知識等）  

・ 専門分野に関する知識 （専門性、学業成績）  

・ 自己表現の明確さ・社会性・積極性・協調性  

・（異文化に対する）適応性・柔軟性・派遣先国での適応性など 

９．発 表 

   選考結果は、出願者本人に各校舎国際交流センター国際交流室より通知します。 

期別 発表時期 

第Ⅰ期 2018年7月下旬予定 

第Ⅱ期 2019年2月下旬予定 
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10．決定後、本学に提出する書類および手続き (詳細は決定後に指示します) 

【提出先：各校舎国際交流センター国際交流室】 

① 派遣留学先大学に提出する出願書類一式 

② パスポートのコピー 

③ 留学許可願（指定書式）他 

 

11．派遣留学資格の取消し 

         次の項目に該当した場合は資格を取り消されることがあります。 

(1)  留学先で履修した専門とする科目の学習成果が上がらないと認められた者 

(2)  本募集要項13項「①」「②」を含む「本学学生海外留学規程」の定める義務を怠った者 

(3)  危機に際し、本学学長命令に従わなかった者 

(4)  学生査証が認められない者 

 

12．保険の加入について 

      留学が許可された者は、本学指定の条件がありますので、保険に加入する前に、各校舎国際交流センタ

ー国際交流室の指導を受けてください。出国前に必ず保険に入ることが義務付けられています。 

 

13． 留学中及び帰国後本学に提出が義務付けられている報告書・書類について 

【提出先：各校舎国際交流センター国際交流室】 

①日常報告書 

留学中は留学先での生活及び学習などの日常報告書の提出を 1ヶ月に 1回以上提出 

②学習状況報告書： 

留学が許可された者は、留学中に 1回または 2回（留学期間により異なる）、帰国後1ヶ月以

内に 1回の「学習状況報告書」を提出 

③留学エッセイ： 

帰国後1ヶ月以内に、留学先の言語で留学エッセイを提出（和訳を添付） 

④帰国報告書類一式： 

帰国後１週間以内に「留学終了届」「留学先大学発行の成績証明書」など書類一式を提出する。ただ

し、留学期間中に「学習状況報告書」を提出した上で「留学終了届」を提出することが義

務付けられています。 

 

14．留学先大学での履修登録単位数および単位の認定  

留学先で修得した授業科目の単位は、学則第20条の 2の第2項に定める単位を限度とし、学部ごと

に定める範囲で、本学で修得した単位として認定されます。ただし、留学先での履修科目やその成績

により、単位認定できない場合もあります。留学開始時期、卒業単位認定に不足が生じた場合や、実

習などの関係で、学部、学科によっては 4年間で卒業できない場合があります。現在までに修得した

単位等を参考に教育支援課または教務課で留学前によく相談してください。 



９ 

＊単位の認定には、次の書類が留学終了後に必要です。 

① 単位振替認定願 

② 留学先大学発行の成績証明書、在学証明書 

③ 留学先大学発行の科目、授業時間数、単位数のわかる書類 

④ その他単位認定に要するもの 

（テキスト・講義概要等の原本と翻訳を添付の上、適宜提出してください。） 

 

15．留学先に関する情報 

   それぞれ以下のウェブサイトで情報を収集できます。現地の安全状況について各自で確認してください。 

カンタベリー大学 URL：http://www.canterbury.ac.nz/ 

デュッセルドルフ大学 

Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf 

URL: http://www.uni-duesseldorf.de/（ドイツ語） 

     http://www.uni-duesseldorf.de/home/en/home.html（英語） 

韓国外国語大学校 http://www.hufs.ac.kr/ 

韓国極東大学校 http://www.kdu.ac.kr/ 

誠信女子大学校 http://new.sungshin.ac.kr/ 

南 開 大 学 http://www.nankai.edu.cn/ 

北京外国語大学 http://www.bfsu.edu.cn/ 

北京師範大学珠海分校 http://www.bnuz.edu.cn/ 

華東師範大学 http://www.ecnu.edu.cn/ 

FPT大学 http://www.fpt.edu.vn/ 

コンコーディア大学 http://www.cu-portland.edu/ 

エドモンズ 

コミュニティカレッジ 
http://www.edcc.edu/ 

不明点・質問等は、各校舎国際交流センター国際交流室にお問い合せください。 

http://www.cu-portland.edu/

