関西大学交換留学生
手続きガイド（2019 年春学期）
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１．

関西大学の交換留学制度について

(1) カリキュラムの特徴
関西大学の交換留学生は、「KUGF（Kansai University Global Frontier）カリキ
ュラム」を履修することができます。また、一定以上の日本語能力を持つ学生は、
各学部で開講されている専門科目を履修することもできます。
① KUGF カリキュラム
KUGF カリキュラムは、語学力・コミュニケーション能力の向上や、世界の
様々な国・社会の文化理解の向上、未開拓な土地・課題でも前向きに取り組ん
でいくことができるリーダーシップの養成を目的としたカリキュラムで、二
つに大別されます。
科目内容や語学要件については、KUGF Course Guide を参考にしてくださ
い。
1.

グローバル・フロンティア科目、留学準備スキルアップ科目
英語で開講している科目で、日本人学生、留学生が同時に履修できる科目
です。グローバル・フロンティア科目は、8 つの専門分野科目のモジュー
ルから構成されています。留学準備スキルアップ科目は、英語スキルの習
得を目的としています。

2.

日本語スキルアップ科目
留学生を対象とした、日本語学習を支援する科目です。初級から上級まで
多岐にわたるレベルのクラスを提供しています。日本語教育の専門家に
よるプレイスメントテストを経て、適切なクラスを受講することになり
ます。日本語だけではなく、「日本」に関する基本的な知識を学ぶことが
できる科目や、日本企業の文化やビジネス日本語が学習できる科目、そし
て実際の企業や団体などで実体験をする科目等を設置しています。

② 専門科目（学部開講科目）
来日後に実施する日本語プレイスメントテストにおいて、一定以上の日本語
能力があると判断された学生は、各学部で開講されている科目を履修するこ
とができます。
関西大学の 13 学部で開講されている科目を履修できるため、一般教養科目か
ら専門科目まで多彩な授業を日本語で学ぶことができ、日本語能力の更なる
向上と、専門性の高い学習効果が期待されます。
なお、
学部開講科目を受講するための日本語能力は、
以下を目安としています。
テスト名称

参考スコア

JLPT（日本語能力試験）

N2 以上

J.TEST 実用日本語検定

C 級以上

CEFR

B2 以上
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(2) 修学支援
① 日本語サポートプログラム ※
関西大学では、授業以外でも交換留学生の日本語学修支援を行っています。有
効に活用して日本語能力の向上に役立ててください。
日本語チューター・チューティー制度
チューター（日本人学生）がチューティー（外国人留学生）の学習（主に
日本語）や日常生活に関する助言・協力を行います。
日本語ブラッシュアップセミナー
日本社会に順応するために必要な生活場面における日本語会話を実践形
式で学びます。
② アカデミック・アドバイザー
交換留学生一人ひとりに、国際部の教員をアカデミック・アドバイザーとして
配置し、指導にあたります。来日後、履修登録など学修計画を立てるサポート
の他に、オフィス・アワーの時間を設け、交換留学中の学修・生活に関する相
談に応じます。
③ 特別指導教員
関西大学において、大学院レベルでの研究を希望する学生には、特別指導教員
を配置し、研究活動をサポートします。
大学院レベルでの留学を希望する場合は、研究計画書（日本語または英語で作
成）の提出が必要となります。
併せて、研究テーマにあった特別指導教員を【関西大学学術情報システム】か
ら事前に探しておいてください。
※大学院科目については、当該研究科正規学生の履修生がいない場合は不開
講となります。
(3) 成績評価
履修科目の成績は、次の評語によって発表します。
点数
100～90
89～80

大学院レベル
A

学部レベル
S
A

79～70

B

B

69～60

C

C

～59

F

F

※成績評価に定期試験が含まれる科目で、試験を受けなかった場合は、不受験（Ｉ）
と表示されます。

※

プログラム及び実施内容は変更する場合があります。
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(4) 単位制
本学では、履修した科目に対する成績評価を行い、成績証明書を発行します。
最終的な単位認定は、本学から発行された成績証明書をもとに、所属大学の諸規程
に従って該当科目の単位として認定されます。単位認定については、所属大学の担
当者へ確認してください。
なお、関西大学における 1 単位あたりの学修時間については、文部科学省の定めに
したがい、45 時間の学修を必要とする内容をもって 1 単位と定めています。
(5) 成績証明書の発行
各学期の成績証明書（英文）は、所属大学の担当者宛に郵送します。郵送時期は、
以下の通り予定しています。
秋学期（3 月修了）
・・・3 月末
春学期（9 月修了）
・・・9 月末
※成績証明書は、1 通のみ郵送いたします。2 通目以降は、送料をご負担いただ
きます。

２．

学年暦
春学期（4 月～9 月）
4月1日

4月5日

7 月 23 日

秋学期（9 月～3 月）

春学期開始

9 月 21 日

秋学期開始

9 月 21 日

秋学期授業開始

春学期授業開始
12 月 26 日～1 月 6 日
春学期授業終了

1 月 21 日

冬季休業
秋学期授業終了

7 月 24 日～31 日

春学期試験

1 月 23 日～30 日

秋学期試験

9 月 20 日

春学期終了

3 月 31 日

秋学期終了

※学年暦は年度によって変更する場合があります。

３．

学生寮 ※

関西大学の交換留学生は、学生寮への入寮を希望することができます。各寮の寮費等は
以下のとおりです。特別な事情がある場合を除き、どの学生寮に入寮するかは、関西大
学が決定します。
※

寮費等は、毎年度見直しを行います。また、記載の寮費等は 1 人あたりの金額です。
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(1) 南千里国際学生寮
入寮費：15,000 円
寮

費：月額 30,000 円（1 人部屋） 月額 25,000 円（2 人部屋）

食

事：各自で用意（共用キッチンで自炊可）

住

所：〒565-0862 大阪府吹田市津雲台 3-3

その他：入寮時にデポジットとして寮費月額相当額を預かります。
寮費は、光熱水費、インターネット回線料、寝具リース料を含みます。
千里山キャンパスへのアクセス：電車 約 20 分
(2) 秀麗寮（男子寮）、ドミトリー月が丘（女子寮）
入寮費：25,000 円
寮

費：月額 31,500 円（2 人部屋）

食

事：朝食 240 円 夕食 480 円

寝具代：9,720 円／年 ※1 年未満の入寮の場合でも全額必要です。
所：〒564-0073 吹田市山手町 3-3（秀麗寮）

住

〒565-0847 吹田市千里山月が丘 25（ドミトリー月が丘）
その他：入寮時にデポジットとして寮費月額相当額を預かります。
寮費は、光熱水費、インターネット回線料を含みます。
千里山キャンパスへのアクセス：徒歩 約 10 分（秀麗寮）
徒歩 約 15 分（ドミトリー月が丘）
(3) 学生寮以外（ホームステイ・下宿）を希望する場合
ホームステイ・下宿を希望する場合は、Web 申請時に申し出てください。
別途、関西大学の提携業者をご案内します。
なお、提携業者、ホストファミリーとの間で生じたトラブルには、関西大学は一切
の責任を負いません。いずれの場合も、契約内容を十分に確認のうえ、契約をして
ください。
※留学期間の一部のみ、ホームステイまたは寮を希望する場合は、出願時に別途お
問い合わせください。
ホームステイ（1 人部屋） ※ホームステイ紹介資料（体験談付）はこちら
手配料：12,960 円
費 用：3,240 円／泊 ※申込は 4 週間（28 泊）から
2,916 円／泊 ※91 泊目以降
食

事：朝食と夕食は上記費用に含まれます。

その他：寝具代、光熱費、インターネット回線料等を含みます。
下

宿

物件にもよりますが、大学周辺では 4 万円／月額以上の家賃がかかります。
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４．

学生生活

(1) 生活費用
大阪での一般的な生活のために必要な生活費用は、寮費を含めて 10 万円／月程度
です。来日にあたり、余裕のある資金計画を立ててください。
(2) 奨学金
① 海外留学支援制度（協定受入）
日本学生支援機構（JASSO）から支給される奨学金です。本学のプログラム
が採択された場合には、対象者に対して詳細を連絡します。
交換留学の申込み時に詳細は決定していませんので、事前のお問い合わせに
はお答えできません。
② 特定の大学に限る奨学金
特定大学からの交換留学生については、大学間の協定内容に基づき、奨学金が
支給される場合があります。詳細については、所属大学の担当者に確認してく
ださい。
(3) 保険
① 国民健康保険（学生負担）
国民健康保険とは、日本で生活中に万が一、病気やけがをした時に、医療費の
一部（一部負担金）を支払うことで診療を受けられる保険です。原則として医
療総額の 30％の自己負担で診療を受けることができます。3 ヶ月を超える在
留資格がある外国人の方は、加入が義務付けられています。
② 学生教育研究災害傷害保険（本学負担）
教育研究中に、不慮の災害事故が発生し、傷害を受けた場合に、最低限の保険
金給付が受けられるよう、学生教育研究災害傷害保険へ一括して加入します。
保険内容は以下のとおりです。

種類・適用
死亡保険金

正課中・学校行事中

キャンパス内での休憩中・課外活動中

1,200 万円

600 万円

後遺障害の程度に応じて

後遺障害の程度に応じて

72 万円～1,800 万円

36 万円～900 万円

治療日数 1 日以上でその日数に応じて

治療日数 14 日以上でその日数に応じて

3,000 円～30 万円

3 万円～30 万円

（入院加算金）入院１日につき 4,000 円

＊180 日を限度とします。

後遺障害保険金

医療保険金

③ インターンシップ等賠償責任保険
この保険は、他人にケガをさせたり、他人の財物を損壊したことにより被る法
律上の損害賠償を補償する制度です。大学が行う、または大学の管理下にある
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インターンシップ等の活動に参加する場合、この保険制度への加入を義務付
ける場合があります。
④ その他
各自で海外旅行保険に加入してください。
(4) 国際交流
① アクティビティ
関西大学では年間を通して、留学生と日本人学生、地域との相互交流のための
アクティビティを開催しています。キャンパス内で参加できる日本文化体験、
日本語サポート、生活相談、スポーツイベント、交流パーティーから、キャン
パスを一歩出て地域の家庭を訪問するホームビジットや日本社会について考
えるスタディ・ツアー、博物館・文化財へのフィールド・トリップまで内容は
多岐に渡ります。また参加者としてだけでなく、多言語プログラムや多文化セ
ミナーで講師となり、母国の言語や文化を教えるプログラムもあります。
② Multilingual Immersion Room（Mi-Room）
Mi-Room は、さまざまな外国語学習や文化体験のプログラムを通じて、異文
化コミュニケーションを実体験することができる学習スペースです。ここで
は、利用者としてプログラムへ参加するだけではなく、GTA（Global Teaching
Assistant の略称で、主に海外からの留学生が担当）として母国の言語や文化
を発信する機会をキャンパスライフに取り入れることもできます。
また、Mi-Room は日本人学生と外国人留学生の交流の場としても活用されて
おり、世界各国の学生が集う異文化交流のスペースとなっています。
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５．

申請手続き

(1) 申請資格
学生交換協定を締結している大学に在学している学生。
※所属大学によっては別途申請資格が設けられている場合があります。詳細は、各
大学の国際部担当者に確認してください。
(2) 申請方法
所属大学での手続きについては、各大学の担当者に確認してください。
所属大学にて、関西大学への留学が決定した学生は、以下の手続きを行ってくださ
い。
① 関西大学 交換留学 Web 申請
【関西大学交換留学 Web 申請】から Web 申請をしてください。
Web 申請には、必要事項の入力の他に、以下のデータをアップロードする必
要がありますので、事前に準備してください。PDF、JPEG、PNG のみアッ
プロード可能です。
1.

証明写真

2.

パスポート顔写真ページ

3.

関西大学 健康診断証明書

※証明写真は、【こちら】を参考に、規格にあった写真を用意してください。
② 所属大学への書類提出
以下の書類を、所属大学へ提出してください。
1.

関西大学 交換留学プログラム誓約書

2.

関西大学

交換留学プログラム研究計画書（大学院レベルでの受入希望

者のみ）
※各様式は、
【こちら】からダウンロードしてください。
(3) Web 申請受付期間
留学開始時期

申込み期間

秋学期（9 月）開始

～ 4 月 20 日

春学期（4 月）開始

～10 月 20 日

(4) 選考
関西大学で、申請内容に不備が無いか確認します。
その後、申請内容を委員会で審査し、受入可否について決定します。
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６．

スケジュール

申請手続きから来日までのスケジュールは以下の通りです。
実際のスケジュールは変更になる場合があります。
留学開始時期

内容
Web 申請期間

春学期

秋学期

～10 月 20 日

～4 月 20 日

11 月

5月

2 月上旬

8 月上旬

3 月下旬

9 月上旬

4 月 5 日～

9 月 21 日～

(1) 在留資格認定証明書の申請手続き
(2) 健康診断証明書の内容確認
(3) 来日案内（Welcome Packet）の送付
(4) 査証（ビザ）申請
(5) 来日～オリエンテーション
授業開始

(1) 在留資格認定証明書（以下、CoE）の申請手続き
CoE は、交換留学生が日本へ入国するための査証（ビザ）申請に必要となる証明
書です。
CoE の取得については、Web 申請時に申告された内容に基づき、関西大学が入国
管理局へ代理で申請します。CoE の申請にあたり、確認事項がある場合には、関
西大学の業務委託先から連絡をします。
(2) 健康診断証明書の内容確認
提出いただいた健康診断証明書について、確認すべき事項があるときは、関西大学
から確認のための連絡をします。
(3) 来日案内（Welcome Pack）の送付
関西大学で受入を決定し、受入許可証（Letter of Acceptance）および CoE の準備
が整い次第、関西大学から所属大学の担当者へ来日案内（Welcome Pack）を郵送
します。
※CoE の発行は入国管理局の審査によるものです。関西大学では、CoE の発行お
よび発行時期について保障できません。入国管理局の CoE 発行に係る審査が長引
いた場合は、発送が遅れる場合があります。
来日案内（Welcome Pack）には、以下の書類を同封予定です。
① 関西大学交換留学生 来日案内（冊子）
査証（ビザ）の取得案内、空港ピックアップサービスの案内、日本語プレイス
メントテストの受験案内、来日後のオリエンテーションスケジュールなど、重
要な情報を案内いたします。十分に確認してください。
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② 受入許可証（Letter of Acceptance）
関西大学での受入を証明する書類です。再発行はできませんので、大切に取り
扱ってください。
③ 奨学金採用通知（対象者のみ）
本学の奨学金の受給対象となる学生にのみ、同封いたします。
④ CoE
査証（ビザ）申請に必要な証明書です。再発行はできませんので、大切に取り
扱ってください。
⑤ 資格外活動許可申請書
留学生のみなさんは、「資格外活動許可」を取得すれば、許可の範囲内でアル
バイトをすることが可能です。申請を希望する場合は、来日時に空港で手続き
をしてください。
⑥ 入寮許可書
Web 申請時に学生寮を希望した場合に同封いたします。
ただし、希望をした場合でも、定員の都合上入寮いただけない場合もあります。
また、どの学生寮に入寮するかは、関西大学が決定します。
(4) 査証（ビザ）申請
受入許可証（Letter of Acceptance）および CoE を所属大学から受け取った後、各
自で在外公館へ査証申請をしてください。申請に必要な書類は国により異なりま
すので、各自でご確認ください。
申請から発行まで一定の期間が必要ですので、余裕を持って申請してください。
※ 査証（ビザ）を取得した後に、航空券を購入してください。
※ 日本国内では、査証（ビザ）を受けることができません。必ず来日前に手続き
を行ってください。
(5) 来日～オリエンテーション
来日後に、日本での生活や履修登録に関するオリエンテーションを実施します。オ
リエンテーションには、市役所手続き、銀行口座開設手続きを含みます。オリエン
テーションスケジュールは、来日案内で確認してください。

７．

その他

(1) 申請内容の虚偽が発覚した場合、受入を取り消す場合があります。
(2) 選考内容に関するお問い合わせにはお答えできませんので、ご了承ください。
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関西大学国際部
〒564-8680 大阪府吹田市山手町 3-3-35
Tel：＋81-6-6368-0178
Fax：＋81-6-6330-3027
E-mail：ku-dia@ml.kandai.jp
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