
交換留学制度について

東北学院大学 国際交流課



交換留学制度とは？

留学先 東北学院大学と学生交換協定を結んでいる協定校

目 的 単位修得

期 間 半年（１セメスター）または１年（２セメスター）

特 徴

 東北学院大学から推薦されて協定校に留学する

 在学中に半年から１年の長期留学ができる（休学しない）

 東北学院大学海外留学奨学金制度に申請できる

 語学留学ではなく、協定校の正規科目を履修するため

本学で留学先の単位が認められる可能性がある
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交換留学のメリット

留学期間が本学の
在学期間に

カウントされます

単位認定の
可能性があります

学科によっては、卒業科
目や自由科目として留学先
で取得した単位が本学で認定
される可能性があります。

受給できれば、経済的
な負担が軽減されます。

留学のために休学しな
いので、４年間で卒業で
きる可能性があります。

留学先の授業料が
免除されます

本学の授業料は納め
ますが、留学先の授業
料は免除されます。
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海外留学生奨学金の
受給申請が可能です



 留学出発時に本学の学部または大学院に１年以上
在籍していること

前年次に次の単位数以上を修得していること

留学資格
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学部生

２年生 31単位以上

３年生 62単位以上

４年生 93単位以上

大学院生 16単位以上

留学先で要求している語学要件およびその他の要件

（GPAなど）を満たしていること

出願資格



１．東北学院大学派遣交換留学願書

→エクセルファイルをダウンロードして作成する。

２．派遣交換留学出願のための確認及び同意書
→PDFをダウンロードして作成する。

注意：保護者の印と本人印は異なるものを使用する。

３. 派遣交換留学志望理由書

→留学先語学要件の言語により志望理由をA4サイズ用紙１枚にまとめる。

４．成績通知書

→最新成績通知書をMyTGでダウンロードして印刷する。

＜注意＞学期末になると成績発表までの間ダウンロードできません。早めの準備を！

５．語学要件を証明できるもの（検定試験のスコア等）

出願書類
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＜第Ⅰ期＞

 募集： １月

 留学出発時期： ８月～10月

＜第Ⅱ期＞

 募集： ６月

 留学出発時期： 翌年１月～４月

募集および出発時期
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各派遣期の「募集要項」は、募集の前々月にホームページに公開し

ます。出願について必ず募集要項を確認してください。



６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 1月～

出願から出発まで
学内選考で候補者に決まっても、まだ交換留学生として決まったわけではあり

ません。出願から出発までは次のような流れとなります。

２月 選考試験

３月

１月１月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月～

募集・出願

選考試験

選考結果
初回ガイダンス

協定校への交換留学申請（受入が許可されれば交換留学生に決定！）

ビザ申請、語学力向上、ガイダンス参加、等々

留学に向け
出発

募集・出願

選考試験

選考結果
初回ガイダンス

協定校への交換留学申請（受入が許可されれば交換留学生に決定！）

ビザ申請、語学力向上、ガイダンス参加、等々

留学に向け
出発

第
Ⅰ
期

第
Ⅱ
期
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 留学先言語および日本語による面
接を行います。

 詳細は出願者に連絡します。

学内選考試験
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留学できる協定校

（＊）語学要件が英語の大学です。キャンパスでの使用言語は主に英語となります
が、その国の母語も学んでおくことが日常生活に必要となります。
留学先について、変更や追加がある場合は、ホームページにてお知らせいたします。

地域 大学名

イギリス ニューカッスル大学

ドイツ
トリア大学、ラインマイン大学、
ルートヴィヒスハーフェン経済大学（＊）

フランス ICES(ヴァンデカトリック大学）、サヴォア大学

ブルガリア ソフィア大学（＊）

セルビア ベオグラード大学（＊）

韓 国
韓国外国語大学、啓明大学校、慶北大学校、ソウル神学大学校、
全南大学校、東義大学校、平澤大学校

中 国 北京第二外国語大学、南開大学

台 湾 世新大学、天主教輔仁大学
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※特に食費は、外食または自炊の違いや個人差がかなりあります。
このほかに海外旅行保険料や授業教科書代、長期休暇中にかかる費用なども必要です。

よくある質問① 留学費用（例）

Q. 留学にかかる費用は？

A. 参考として、留学経験者の報告などから一例を紹介します。
詳しくは国際交流課の事務室で資料を閲覧してください。

留学先 宿舎費 食 費 光熱費
航空券代
（片道）

輔 仁 9,000元/学期 約7,000元/月 寮費に含む ３万円～

平 澤 免 除 20～50万ウォン/月 免 除 3万円～

韓国外国語 28万ウォン/月 約30万ウォン/月 寮費に含む 3万円～

ソフィア 120～160レフ/月 100～200レフ/月 寮費に含む 6万円～

トリア 300ユーロ/月 約110ユーロ/月 寮費に含む 9万円～
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Q. 海外旅行傷害保険は
加入しなくてはいけないの？

A. 交換留学生は加入が義務づけられています。

• 出発前に大学が定めた留学期間を補償する保険に加
入し、危機管理システムに登録します。

• 留学先によっては、日本の海外旅行保険に加え、留
学先の国民健康保険への加入が義務付けられていま
す。

＜参考：海外旅行保険料＞

１セメスター 約 70,000円
２セメスター 約130,000円

よくある質問② 海外旅行保険
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Q. 奨学金制度はあるの？

A. 東北学院大学海外留学生奨学金制度に申請
できます。

受給者に決定した場合、留学期間の本学授業料の半額

程度が奨学金として給付されます（2020年度以前入学
生対象）。

2021年度入学生からは、奨学金のルールが変更にな
りましたので、金額などの詳細は、国際交流課に問い合
わせてください。

※なお、奨学金は必ず受給できるとは限りませんので、

奨学金に頼らない資金計画を立てましょう。

よくある質問③ 留学奨学金
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Q. 留学期間の変更はできるの？

A. 出願時に希望した交換留学期間をあとから延長した
り、短かくしたりすることはできません。

出願の前に、本学での履修計画とあわせてよく検討
してから留学期間を決めてください。

よくある質問④ 留学期間の変更
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Q. コロナ禍だけど、留学できるの？

A. 留学実施については、留学開始２ヶ月前の
月の１日の状況によって判断を行います。

交換留学生に決定して準備を進めても、コロナウイルスやその他
政情などにより、外務省海外安全情報の危険レベルが高い場合は、
留学が中止となる可能性があります。また、留学開始後でも皆さん
にとって危険な状況であると大学が判断した場合は、留学を中止し
帰国を指示します。留学を希望する学生は、中止の可能性もあるこ
とを十分に理解した上で出願してください。

留学実施の判断については、国際交流HPに掲載している「新型
コロナウイルス感染症（COVID-19）に係る派遣交換留学の実施ガ
イドライン」を参照してください。

よくある質問⑤ コロナについて
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交換留学を考えているみなさんへ

留学への近道

＊交換留学制度はみんなの留学のチャンスです！
交換留学は“狭き門”と思われがちですが、そんなことはまったく

ありません。自分には無理なんて言わず、ぜひ挑戦してください！

＊語学検定試験を受けてください！
語学要件を満たせば、留学にぐんと近づきます。試験は年に数

回しか実施されないものもありますので、交換留学出願前に要件
をクリアするために、計画的に検定試験を受けられるよう、早い
うちから取り組みましょう。

早めの準備
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お問い合わせ・出願先

 土樋キャンパス国際交流課

仙台市青葉区土樋１-３-１

ホーイ記念館２階

 Phone:  022-264-6425

 Email: ico@mail.tohoku-gakuin.ac.jp

 http://www.tohoku-gakuin.ac.jp/global/abroad/
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