
 
 

派遣留学説明会 
 

2018年6月28日（木）16:30-18:00  
2018年6月29日（金）12:10-12:45  

   国際機構教授            斉木  麻利子 
  国際部留学企画課留学推進係  池本 真菜 
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金沢大学生の派遣留学状況 
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金沢大学生の派遣留学先 
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アジア, 11人 

オセアニア,  
7人 

北アメリカ,  
11人 

ヨーロッパ,  26人 

ロシア及び 
NIS諸国, 3人 

H29実績 



派遣留学プログラム p.8 
定義：  
  本学正規学生が、金沢大学と大学間または部局間で「学生交
流の覚書」を交わしている本学交流協定校に、先方の授業料を
払わずに、12ヶ月以内の留学をするためのプログラム 

 
  先方大学に授業料を払う必要がないことがメリット 

 
   金沢大学の代表としての留学 
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 派遣留学先候補校 
 p.22～（大学間協定校） 
 p.33～（部局間協定校）     

         『派遣留学の手引き2018』参照。 
  留学候補校に追加がある場合、 
  アカンサスポータルや派遣留学ＨＰでお知らせします。 
    
  ※何人の金大生が受け入れられるかは、 
    大学によって異なります(１人～５人) 
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派遣留学のミッションは… 
１．留学目的を果たすこと。 

２．留学先大学での国際交流に努めること。 

３．本学の国際交流に貢献すること。 
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    ☆ 山崎光悦 学長からのメッセージ ☆   
 「留学を必ずせよ！」  
 「お勧めは、在学中に２回の留学！」 
    



派遣留学募集スケジュール p.7 
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募集名 募集時期 
（目安） 

対象地域 出発時期 

1次募集（秋募集） 
 

7月～１０月 ヨーロッパ、アジア、北
アメリカ、ロシアなど
（韓国・オーストラリア・ブ
ラジル以外の国） 

募集の翌年度の 
８月～ 

2次募集（冬募集） １２月～１月 1次募集での応募状
況による 

募集の翌年度の 
８月～ 

3次募集（春募集） ４月～５月 韓国・オーストラリア・
ブラジル 

募集年度の 
２月、３月～ 

 募集回数は最大３回ありますが、対象地域が異なります。 
 2次募集は1次募集での応募状況によって行います。韓国・オーストラリア・ブラジル以
外の地域への留学を希望する場合はできるだけ1次募集に応募してください。 



派遣留学の流れと注意点 
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応募 
学内選考 
（書類選考 
と面接） 

留学先大学へ
の申請 

【重要】 
 学内選考の結果、特定の派遣先大学の派遣留学候補生として選
出された後の辞退や派遣先の変更は認められません。 

 派遣留学は、大学を通した推薦になりますので、派遣留学に応募
した以上、就職活動、個人での海外留学と併願することのないよう
にしてください。（大学の信用を失う事態になりかねません。） 



在学期間と取得単位の取り扱い p.8 

• 派遣留学期間も本学の修業年限、在学期間に含まれ
ます。 

• 「単位互換制度」が適用されます。 

 所属部局の学務係でチェックしてください。 
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派遣先大学への授業料 p.8  

• 支払いません。 
• ただし、留学先大学で正規の授業課程をスタートする
前の語学研修の費用は学生負担です。 

• 更に，学期が始まってから語学力の不足等で，語学セ
ンター等の授業をとらなければならない場合，語学の
授業に対する授業料を支払う場合があります。 
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応募資格  p.8 
• 本学の正規学生（学域・学部生および大学院生）なら、だれでも
応募できます（ただし，国費留学生は除く）。 

• 部局間交流協定校への派遣留学には、当該部局に所属している学
生のみが応募できます。 

• 派遣留学期間終了後に、本学に戻って学業を続けられる人に限られ
ます。 

• GPA2.0以上で、人物等に優れている者 
• 英語を使用する大学への派遣留学を希望する者は、TOEFL-iBT 

60点以上、IELTS 5.5以上のスコアを提出しなければいけません。 
  ただし、協定校から求められるスコアが上記の点数以下の場合      
は、この限りではありません。 
（例：タイ・チェンマイ大学の語学スコアの基準はIELTS 5.0です） 
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派遣留学期間  p.8 

• 12ヶ月以内です。 
• 留学期間は、留学先大学の学期（セメス
ター）ごとにカウントされます。 

• １学期間または２学期間留学することになりま
す。 

12 



 派遣留学のための奨学金 
     （大学を通して申請するもの）ｐ.19     

   その年度の予算によって支給人数が変動します。希望者全員に支給されるわけではありません。 
   下記の制度は現行の取り扱いであり、今後見直しや変更が行われる可能性があります。 
   奨学金についても、自ら積極的に情報を集め、応募するようにしてください。 
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奨学金種類 支給金額、支給人数 募集予定人数 主な要件 
①日本学生支援機構
（JASSO） 
海外留学支援制度
（協定派遣） 
＜給付型＞ 

・月額6万～10万円 
（派遣先地域により異なる） 

若干名 ・日本国籍又は日本の永住権 
・前年度の学業成績2.3/3.0以
上（JASSO基準による。） 
 
過去実績： 
平成27年度38名 
平成28年度36名 
平成29年度34名 

②スタディーアブロー
ド奨学金 
「学域・大学院派遣枠
a」 
＜給付型＞ 
 

・JASSOの成績基準を満たす
者:JASSOと同額・同じ給付期間   
 
・上記の者であっても予算の範
囲を超える場合およびJASSOの
成績係数を満たさない者は、
JASSOと同額を１カ月分のみ支
給。 

若干名 ・本学の派遣留学制度の学
生で、JASSO等外部奨学
金を受給できない者 
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奨学金種類 支給金額 募集予定人数 主な要件 
③公益財団法人佐藤陽
国際奨学財団海外派遣
奨学金 
＜給付型＞ 

月額8万円 
その他渡航費等 

全国で10~15名程度 ・東南アジアへ留学する学
生が対象GPA3.0以上の
者 

④馬場財団国際理解教
育人材養成奨学金  
＜給付型＞ 
 

月額10万円 
その他渡航費等 
 

本学から1名を推薦 
（全国で7名程度） 
※応募前に学内選考を
行います 

・学部2年生以上 
 
・教職課程を履修している
者が望ましい 

⑤学研災グローバル人
材育成奨学金 
＜給付型＞ 

月額10万円 
その他渡航費等 
 

全国で2名程度 
※応募前に学内選考を
行います 
 

・経済・商学・社会科学系
の学部で、将来損害保険
業界への就職を希望する
者を優先 

⑥業務スーパージャパン
ドリーム財団奨学金 
＜給付型＞ 

月額15万円 未定 
 

・学部2年生以上 
 
・語学目的の留学は不可  
 
・大学院生不可 
 

⑦日本学生支援機構
（JASSO）第二種奨
学金（短期留学）制度          
＜貸与型＞ 

月額選択制 ・詳細は本部棟２階・学生
支援課学生支援係（奨
学金担当係）へ問い合わ
せてください。  



派遣留学のための奨学金（個人応募)ｐ.20 
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奨学金種類 支給金額 主な要件 

日本学生支援機構
（JASSO） 
官民協働海外留学支援制度
～トビタテ！留学JAPAN日
本代表プログラム～ 
全国コース（通称） 

・奨学金月額12万円又は16万円 
（家計基準を超えた場合月額6万円） 
・留学準備金15万又は25万円 
・授業料相当額上限1年当たり３０万円（留学
先機関において授業料不徴収・全額免除となって
いる場合は除く。） 

・留学期間は、28日以上2年以内（3
か月以上推奨） 
・日本国籍又は日本の永住権 
・実践的な学び（インターンシップ・フィー
ルドワーク・ボランティア等）を含む留学。 
 

日本学生支援機構
（JASSO） 
官民協働海外留学支援制度
～トビタテ！留学JAPAN日
本代表プログラム～ 
地域人材コース（石川県） 
 

・奨学金月額12万円又は16万円 
・事前・事後研修の国内旅費の一部 
・往復渡航費の一部10万又は20万円 
・授業料相当額上限1年当たり３０万円（留学
先機関において授業料不徴収・全額免除となって
いる場合は除く。） 

・留学期間は、28日以上6ヵ月以内 
・日本国籍又は日本の永住権 
・実践的な学び（インターンシップ・フィー
ルドワーク・ボランティア等）を含む留学。 
・将来石川県に就職するなど、石川県の
発展の貢献する人。 

このほかに、以下の民間奨学金にも応募可能です。 
・経団連グローバル人材育成スカラーシップ（総額100万円、8カ月以上の留学に限る。）             
・公益財団法人福井県アジア人材基金 長期海外留学等支援奨学金 
（月額5万円。渡航費、査証取得に要する費用10万円、原則、6か月以上の期間にわたるアジア圏への留学
が対象。福井県内の高校を卒業していること。） 



派遣留学のための奨学金（帰国後）p.21 
 帰国後修業年限を越えた年に所属学務係へ申請すること。   
    （授業料を直接支払うものではないので注意が必要。）   
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奨学金種類 支給金額 要件 

スタディーアブロード奨学金 
「在籍延長支援枠」 

クォーターあたり12万5千円（半期25万円、
年額50万円） 
留学許可を得た期間が限度。 
 

・留学許可を得て海外留学すること
によって、修業年限（標準修業年
限）を超えて在籍する必要が生じ
た者に支給される。 
・平成２５年２月１日以降に留
学に出発した者 



派遣留学に興味を持ったら… 
まず、自分で情報収集しましょう！ 
  『派遣留学の手引き』 
  金沢大学『派遣留学』 HP 
  留学情報閲覧コーナー（本部棟４Ｆ) 
  留学希望大学のHP（直接の問合せはＮＧ！） 
  教職員、留学経験者、 外国人留学生 
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「国際交流・留学」 
ＨＰ 

「派遣留学」をクリック 
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先輩方からのレポート
や様式集はこちら！ 



 派遣留学プログラムへの応募 
［１次募集（秋募集）］ 

 
書類提出締切：１０月９日（火）１３：００ 

書類提出先： 所属部局の学務係 
 
 

書類審査合格者への面接審査： 
１０月２６日（金）もしくは１０月２９日（月） 

 
※日時は選べません。両日とも予定をあけておくこと。 
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「派遣留学計画書」 p.43 
・なぜ派遣留学に応募したのか 
・何のために派遣留学するのか+何を達成したいか 
・留学先で何を勉強したいか+具体的な学習計画 
・留学先の大学のために何かできるか 
・帰国後金大のために何ができるか 
・留学先大学で使用する言語によるエッセイ 
 

  具体的に記述することが大切！ 
実現可能な計画をたてよう!! 
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「派遣留学候補者推薦書」 p.44 

  
金沢大学専任教員に依頼 
（指導教員やアドバイス教員など） 

 
急なお願いはNG！ 
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派遣留学実現のために 
～大切なこと～ 

 
１．指導教員（アドバイス教員）、家族、友達、  
   留学経験者とよく話し合いましょう。 
 
２．自分の将来について考えるチャンスにしましょう。  
                      そして…                
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十分な時間をかけることが 
なによりも大切です！ 

 
    留学目標の明確化 
    留学希望校の決定 
    応募の手続きとその準備 
    語学試験へのチャレンジ 



語学力について 
英語の場合 

 
ＴＯＥＦＬ-ｉＢＴ 80 / 120 点以上 
ＩＥＬＴS     6.5 / 9.0 点以上 

 
目指しましょう！ 
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語学力について 

 
英語以外の言語の場合 

 ・ 授業を大切にしましょう。 
 ・ 語学能力試験を受けましょう。 
 ・ 言語科目担当教員にぜひ相談しましょう。 
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語学力アップのためには… 
 

一人で、こつこつと、 
時間をかけて勉強しましょう！ 
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Good Luck！ 
おわり 
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