関西大学交換留学生
手続きガイド（2021 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、学部開講科目を
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・語学要件等は、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 ※英語開講
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 ※日本語開講
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 学部科目（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、各学部で開講している科目を履修することができます。
関西大学の 13 学部で開講し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。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
日本での生活に必要な日常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
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

学部レベル

A

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。
(4) 単位制度
関西大学では、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
※

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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て単位認定されます。単位認定についての詳細は、事前に所属大学の担当者へ十分に確認
しておいてください。
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) 成績発表
成績発表は、春学期は 9 月上旬、秋学期は 3 月上旬です。
いかなる理由があっても、成績発表以前に成績証明書を発行したり、成績を通知したりするこ
とはできません。
(6) 成績証明書の郵送
各学期の成績証明書（英文）は、成績発表以降に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 月末
春学期・・・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）

秋学期（9 月～3 月）

4月1日

春学期開始

4月5日

春学期授業開始

7 月 23 日

春学期授業終了

7 月 24 日～31 日

春学期試験

9 月 21 日

秋学期開始

9 月 21 日

秋学期授業開始

12 月 26 日～1 月 6 日
1 月 21 日
1 月 23 日～30 日

冬季休業
秋学期授業終了
秋学期試験

※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
関西大学には、大学が運営する国際学生寮の他に、外部業者との業務提携により運営する提
携国際学生寮があります。また、ホームステイ、下宿を希望する学生には、提携業者を案内いた
します。いずれの住居形態を希望するかについては、Web 申請時に申し出てください。
寮の詳細については、こちらをご確認ください。

(1) 国際学生寮

※

*国際学生寮への入寮を希望する場合は、入寮保証書の提出が必要です。

国際学生寮への入寮を希望する交換留学生は、以下の 3 寮のいずれかに入寮していただき
ます。どの学生寮に入寮するかは、特別な事情がある場合を除き、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ので変更の可能性があります。また、記載の寮費等は 1 人あた
りの金額です。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、寝具
代、インターネット回線料を含みます。
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なお、原則、寮決定後の寮の変更および部屋変更希望は受け付けません。寮の選定にあたり、
特段の配慮が必要な場合は、事前にお知らせください。
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）
食 事： 各自で用意（共用キッチンで自炊可）
千里山キャンパスへのアクセス：電車 約 20 分
② 学生国際交流館・秀麗寮（男子寮）
入寮費：15,000 円
寮 費：月額 36,000 円（シングル A／1 人部屋）
月額 38,000 円（シングル B／1 人部屋）
食 事：朝食 250 円 夕食 490 円
千里山キャンパスへのアクセス：徒歩 約 10 分
③ ドミトリー月が丘（女子寮）
入寮費：15,000 円
寮 費：月額 33,000 円（2 人部屋）
食 事：朝食 250 円 夕食 490 円
千里山キャンパスへのアクセス：徒歩 約 15 分
(2) 提携国際学生寮 ※詳細はこちらからご確認ください。
① KU I-House
入寮費：なし
建物維持費：3,000 円（一年毎）
寮 費：月額 48,000 円
食 事：食事込契約 月額 17,400 円＋税（月額寮費と別途必要）
食事別契約 朝食 350 円＋税、夕食 650 円＋税（一食あたり）
寝具代：7,150 円／月 ※契約期間により変動
その他：電気料金 5,000 円＋税、通信設備料 3,600 円＋税が別途（月額）必要
です。
千里山キャンパスへのアクセス：徒歩 約 15 分
(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、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、出願時にお問い合わせくだ
さい。
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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：12,000 円
費 用：3,000 円／泊 ※申込は 4 週間（28 泊）から
2,700 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。
※ホームステイ費用には別途消費税がかかります。
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。

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。交換留学生は、加入が義務付けられ
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。
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保険内容は以下のとおりです。
種類・適用
死亡保険金
後遺障害保険金

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 4 日以上でその日数に応じて

3,000 円～30 万円

6,000 円から 30 万円
・治療日数 14 日以上でその日数に応じて

医療保険金

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。

③ 個人賠償責任保険
関西大学では、交換留学生に対して個人賠償責任保険への加入を義務付けています。
関西大学を通して加入する場合には、在籍期間が 1 学期の学生は約 2,000 円、2 学
期の学生は約 4,000 円の保険に加入していただきます。
※保険の適用は、保険料入金の翌日以降となりますのでご注意ください。
(4) スクールライフ
① Global Buddies
関西大学の学生が交換留学生の Buddy となり、留学生のみなさんが来日後に抱くこと
が多い、日本の生活習慣やルール、友人作りなどに対する戸惑いや不安を取り除き、新
生活に適応するためのサポートを行います。
関西大学の学生や他の留学生とグループになり、来日前から交流をスタートし、来日後
は、留学生歓迎会や交流イベントに一緒に参加するなど、みなさんの関西大学での留学
生活をより充実したものにしてくれます。
② アクティビティ
関西大学では、留学生が参加できる様々なアクティビティを用意してみなさんをお待ちし
ています。
学生同士の交流を促進するイベントの他に、Field Trip や伝統的なお祭りへの参加を通
じて、日本文化を体験することもできます。
来日時には留学生歓迎会、帰国時には修了式・留学生歓送会がありますので、関西
大学で沢山の思い出を作ってください。
③ Multilingual Immersion Room（Mi-Room）
いつでも自由に使える Mi-Room には、世界中の留学生が集まり、様々な言語が飛び
交います。
受付では、親切な学生スタッフ（DIASS）が、パソコンの貸し出しやネットに繋ぐお手伝
いをします。
Mi-Room では、語学やプレゼンテーション、ライティング、TOEIC 対策などに役立つ
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Session を開催しており、いつでも参加することができます。
英語以外にも、中国語や韓国語、アラビア語など、様々な言語を学ぶことができます。
Mi-Room は、留学生のみなさんがリラックスし、学び、そして世界中の学生と友達になれ
る場所です。
④ GTA（Global Teaching Assistants）
Mi-Room の Session は、世界中から集まった意欲あふれる留学生のみなさんが GTA
となり、日本の学生の語学力や文化の違いへの適応力、ディスカッション力の向上の手助
けを行います。
GTA として貢献した学生には、プログラムへの貢献度に応じて活動証明書が発行されま
す。ご自身の言語や文化、視点や体験を伝えることができるだけでなく、新しい学生との
出会い、教えることを通して実践的かつ貴重な経験を積むことができます。

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。
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

4.

関西大学 交換留学プログラム推薦書 ※所属大学から発行してください。

5.

関西大学 交換留学プログラム誓約書 ※学生本人の署名が必要

6.

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）

7.

在学証明書

8.

入寮保証書 ※国際学生寮への入寮を希望する学生のみ提出してください。

※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。
※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
2020 年 10 月 20 日（火）※日本時間
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(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。

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。
内容

期間

Web 申請

～10 月 20 日

(1) 在留資格認定証明書の申請手続き

11 月

(2) 健康診断証明書の内容確認
(3) 受入許可証（Letter of Acceptance）の

12 月上旬以降

発行（PDF）
(4) 来日案内（Welcome Packet）の送付
(5) 査証（ビザ）申請

2 月上旬～中旬

(6) 来日

３月中旬

(7) 来日～オリエンテーション

3 月下旬

授業開始

4 月 5 日～

(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) 受入許可証（Letter of Acceptance）の発行（PDF）
本学での受入手続きが終わり次第、受入許可のご連絡および受入許可証のダウンロード方
法をご連絡致します。
※受入許可証は、Web 申請画面からダウンロードいただきますので、Web 申請時に登録す
る ID およびパスワードは忘れないようにしてください。
なお、新型コロナウイルス感染症の影響に鑑み、日本国政府の「新型コロナウイルス感染症に
関する水際対策の強化に係る措置について」および各国政府の移動制限等の措置をはじめと
し、対象となる学生が実質的に日本への入国が可能な状態である場合にのみ、受入許可証
を発行します。
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今後、日本国政府の水際対策等の措置において、現時点で想定しえない措置が取
られた場合には、再度協議のうえ受入許可について判断を行う場合があります。
なお、受入許可の判断は、2021 年 2 月 12 日まで随時行います。
2021 年 2 月 12 日の時点で基準を満たすことができない学生および協定校については、以
降のスケジュールに影響が出る可能性があるため、手続きを中止し、キャンセルさせていただきま
す。
(4) 来日案内（Welcome Pack）の送付
関西大学で受入を決定し、CoE の準備が整い次第、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 Guide for Coming to Japan（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。
② 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。
③ 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。
④ 入寮許可書
Web 申請時に国際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。
⑤ 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。
(5) 査証（ビザ）申請
(3)の受入許可証（Letter of Acceptance）を印刷の上、CoE とともに在外公館へ査証
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。
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※ 査証（ビザ）を取得した後に、航空券を購入してください。
(6) 来日
来日指定日は、(4)①Guide for Coming to Japan にて案内予定です。
ただし、現在日本国政府は、日本への入国者に対して入国後 14 日間の自主隔離を要請し
ており、本措置が来日時まで継続する場合、3 月中旬を来日指定日とする予定です。
来日指定日を含め、来日時の詳細については日本国政府の対応が決定次第、追って案内
いたします。
(7) 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
E-mail：ku-dia@ml.kandai.jp
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