* 2021-1학기 해외 자매대학 교환학생 선발계획안 (일본지역)
※ COVID-19로 인한 대내외적인 상황 및 해외 현지 대학 사정에 따라 파견이 전면 취소될 수도 있습니다.
항목

리츠메이칸태평양아시아대학

조사이대학

나가사키외국어대학

후쿠이대학

아시아대학

간사이대학

오타니대학

일본경제대학

카가와대학

나가사키국제대학

파견기간

6개월

1년

6개월

6개월

1년

1년

1년

6개월

6개월

6개월

모집인원

1

3

2

2

2

2

2

2

5

2

모집대상

외국어계열, 경영학부

글로벌경영학부, 일본어학과

일본어학과, 영어학과

메카트로닉스융합공학부,

글로벌경영학부, 일본어학과

글로벌경영학부, 일본어학과

일본어학과, 글로벌경영학부

글로벌경영학부, 일본어학과

일본어학과, 관광학부

학생 부담

일본어학과, 영어학과,
컴퓨터공학과, 건축공학과
기숙사비

학생 부담

면제

학생 부담

학생 부담

면제

현지대학 홈페이지

http://www.apu.ac.jp/home/

http://www.josai.ac.jp/

http://www.nagasaki-gaigo.ac.jp/

http://www.u-fukui.ac.jp/

http://www.asia-u.ac.jp/

현지대학 소속전공

아시아태평양학부(APS)

(제한 있는 경우)

국제경영학부(APM)

공학부, 교육학부, 국제지역학부, 공

경영학부

학연구과

일본어학과, 사회복지학부,
일반대학원 일본지역연구과
학생 부담

(학생 본인이 현지 숙소 확보 필요)
http://www.kansai-u.ac.jp/index.html
http://www.otani.ac.jp/

학생 부담

학생 부담

학생 부담

http://www.jue.ac.jp/

http://www.kagawa-u.ac.jp/

https://www1.niu.ac.jp/

경제학부

국제관광학과

JLPT N2 / JPT 610

JLPT N2 / JPT 610

有り

有り

경영학과, 경제학과, 국제관계학과,

▷일본어: 경제학부, 경영학부

다문화커뮤니케이션학과,

▷영어: 경영학부 글로벌비즈니스학

도시창조학과

과

▷영어: TOEFL®iBT:79 / IELTS:6.0 /
TOEIC® L&R Test:780 / PTE
Academic:50 / Cambridge English

언어자격(필수사항)

FCE:Grade B

▷일본어: JLPT N3 / JPT 430

▷영어: TOEFL PBT/ITP 500 / iBT 61
JLPT N2 / JPT 610

JLPT N2 / JPT 610

JLPT N2 / JPT 610

/ TOEIC 600

JLPT N2

JLPT N2

▷일본어: JLPT N2 / JPT 610점

▷일본어: JLPT Level N1:100 points

▷영어: TOEFL iBT 50 / TOEFL CBT
150 / TOEFL PBT 500 / IELTS4.5 /
TOEIC500

/ JLPT Level N2:135 points
▶지원 기준 학점(GPA) 관련 현지

지원 기준 학점(GPA) 관련 현지 대

대학 별도 기준을 충족해야 함. 별도

학 별도 기준을 충족해야 함. 별도

기준 내용은 아래 참조.

기준 내용은 아래 참조.

▷일본어

▷일본어 http://www.u-

http://www.apu.ac.jp/academic/pag
e/content0166.html/?c=17

비고

과외활동비 31,350엔, 사무수수료

▷영어

15,000엔 학생 본인 부담

http://en.apu.ac.jp/academic/page/

fukui.ac.jp/international/studying_a
broad/program/exchange/applicati

시부야캠퍼스에는 영어수업 없음

on/
▷영어 http://www.u-

content0166.html/?c=17

fukui.ac.jp/eng/international/study-

▶COVID-19로 인해, 2021학년도 1

at-fukui/programs/exchange-

학기 수업 관련 운영방식(온라인/오

programs/application/

프라인/혼합형) 미정
↓↓↓참고사항(일본지역 대학 담당자 작성)↓↓↓
日本語の授業の履修は可能。ただ
し、日本語基準学生ですと先週日本

유학생을 위한

有り

語のみ。英語基準学生は、クラス分

일본어강좌 유무

有り

有り

有り

有り

なし

有り

けテストの結果に応じてレベルが決
まります。
(1)南千里国際学生寮
〒565-0862

[留学生会館]
〒910-0017 福井市文京 5–13–10
주소

1-1 Kyomachi, Beppu city, Oita
874-0926 Japan

埼玉県坂戸市溝端町もしくは伊豆の 長崎県西彼杵郡時津町元村郷122221 アンペロス寮
山町 「UR北坂戸住宅」

大阪府吹田市津雲台

3-3
(2)秀麗寮（男子寮)
〒564-0073

[国際交流学生宿舎]

吹田市山手町3-3

(3)ドミトリー月が丘（女子寮）

〒910-0017 福井市文京 5–13–10

〒565-0847

吹田市千里山月が丘

25

[牧島ハウス]

(4)KU I-Hous（男女共生寮）

〒910-8507 福井市文京3-9-1

〒564-0063

大阪府吹田市江坂町5

≪福岡キャンパス≫
（女性）福岡県筑紫野市二日市北5
丁目4−1
144−1

①長崎県佐世保市重尾町２０番５号

オックスフォードハウス

（男性）福岡県筑紫野市大字俗明院
ケンブリッジハウス

アネシス広田(女子寮)
留学生会館：高松市屋島中町280

②長崎県崎岡町２５５８番地1

ア

ネシス崎岡Ⅱ

※東京渋谷キャンパスを希望する場
合は別途ご連絡をお願いします

丁目5-1
(1)南千里国際学生寮 最寄駅：南千
里駅(徒歩10分程）
(2)秀麗寮（男子寮) 最寄駅：関大前
가장 가까운 역

京町バス停

東武東上線

北坂戸駅

徒歩5分

打坂バス停/徒歩10分
元村バス停/徒歩8分

福大前西福井駅（三国芦原線

三国

駅(徒歩10分程）

方面行き）

(3)ドミトリー月が丘（女子寮） 最

文京キャンパスまで徒歩3分

寄駅：千里山駅(徒歩15分程)
(4)KU I-House（男女共生寮）最寄
駅：緑地公園駅（徒歩約９分）もし

（女性）西鉄天神大牟田線西鉄二日
市駅（東口）より徒歩約13分
（男性）ＪＲ鹿児島本線天拝山駅

ことでん屋島駅から徒歩5分

①早岐駅/徒歩15分

（東口）より徒歩約10分

幸町キャンパスから約6.5キロ

②崎岡町バス停/徒歩5分

西鉄天神大牟田線朝倉街道駅
（西口）より徒歩約13分

くは関大前駅（徒歩約９分）
・１軒を２人でルームシェア。
・１軒の部屋構成：ベッドルーム２ 2人１部屋、1人1部屋（選択可）。
部屋には浴室（浴槽付）、トイレ、
部屋、キッチン+リビングルーム、 簡易キッチン、冷暖房
トイレ、バスルーム。それぞれのベ 個人用のベット、机、椅子、クロー
ゼット有。
ッドルームにはベッドと寝具、机、
共同のキッチンとコインランドリ
クローゼット付き。
ー、フィットネスルーム、和室、自
・キッチン＋リビングルームには電 習室、コミュニティホールの使用が
可能。警備室有、24時間スタッフ対
子レンジ、冷蔵庫、炊飯器、電気ポ 応可。
ット、洗濯機、掃除機等装備。

시설
기숙사
※ 기숙사는 현지 대학이
지정하여 배정
※ 비용 및 조건은 변경
될 수도 있습니다.

인터넷
입실 시 제공 물품

学生が別途契約する必要あり
年：6000円程度
寝具、寝具カバー

半

各部屋にWi-Fi設備あり（無料）

有線LAN （無線ルーターが有れば
無線通信可）

寝具一式（布団、マット、ブランケ 敷布団・掛布団・枕（各カバーも提
供）、毛布
ット、枕、シーツ他）

完全個室（1人１部屋）。
ユニットバス・トイレ、ミニキッチ

寮の設備：机、椅子、ベット、クロ

ン、冷蔵庫、エアコン、 照明器

http://www.kansai-

ーゼット、トイレ、エアコン、ユニ

具、

u.ac.jp/Kokusai/Dormitory/

ットシャワー、カーテンなど

ベッド、マットレス、机、イス、収

寮の施設：大浴場（女子寮は天然温

納棚、カーテン等

泉）、ランドリ、売店、カラオケ

(個室）ベッド・机・椅子・書棚・
冷蔵庫・タンス・
(共有）集合室・キッチン・洗濯室
・シャワールーム

①,②

2人2部屋共同使用のキッチ

ン、トイレ、シャワールーム
クローゼット有。
その他持参(家具、電化製品等なし)

（男子寮のみ）など
大学指定民間宿舎
有（個別契約）

寮費は、インターネット回線料を含
みます。

個人契約

共有スペースはフリー、個室は別途
要契約
なし

個人で設置
布団セット

※ 기숙사는 현지 대학이
지정하여 배정

大学指定民間宿舎

※ 비용 및 조건은 변경
될 수도 있습니다.

[牧島ハウス]:

管理費 20,000円（入

居時）、月額14,000円（共益費を含

비용

有:1セメスター約 30万円、1年 約
60万円

1人部屋：入寮費40,000円、家賃
39,000円/月（北側） 42,000円/月
免除 *管理費として月額13,000円を （南側）
2人部屋（二段ベッド使用）：入寮
徴収
費25,000円、家賃21,000円/月（北
側）

む）

入寮費 50,000円（各学期）※1年間

[留学生会館]:

管理費 20,000円（入

居時）、月額10,200円（共益費を含
[国際交流学生宿舎]:

寮費

確認ください。

む）

①、②

の場合は100,000円

上記ウエブサイトの各ページよりご

23,000円/月（含朝食・夕食 6,500円・/月

（但し祝日・日曜除く））

管理費 20,000

26,500円/1ヶ月＋入寮準備

費 7,000円
＊入学時に学期分を一括で徴収しま
す。

レンタル寝具 10,260円（各学期）

円（入居時）、月額6,800円（共益
費を含む）
各自の責任においてアパートを探し
てください。どの不動産会社を利用
しても結構ですが、本学で委託して
いる会社「株式会社フラットエージ
※関西大学の交換留学生は、学生寮 ェンシー」を推奨します。本学に一
への入寮を希望することができます 番近い店舗である「北大路駅前店」が 渋谷キャンパス、神戸三宮キャンパ
本学が契約している、一般の賃貸住 国際寮（日本人学生、外国人留学生
共同生活）
宅を利用

기타

。特別な事情がある場合を除き、ど 便利です。

スは寮がありません。

の学生寮に入寮するかは、関西大学 <フラットエージェンシーＨＰ＞

両キャンパスを希望される学生は、 清掃費

が決定します。

各自にて宿泊施設を手配してくださ

https://flat-

7,000円（入寮時）

外国人留学生専用の寮

※入寮時にデポジットとして寮費月 a.co.jp/%e4%bc%81%e6%a5%ad% い。
額相当額を預かります。

e6%83%85%e5%a0%b1/%e5%ba%
97%e8%88%97%e6%a1%88%e5%8
6%85/%e5%8c%97%e5%a4%a7%e
8%b7%af%e9%a7%85%e5%89%8d
%e5%ba%97/

식비(1끼 기준)
교재비

約1000円
約2万円/セメスター

校内：300～500円
校外：500円～1000円
20,000～30,000円

校内：300～450円
校外：600～800円

500円程度（学内食堂）

15,000～30,000円（1学期）※授業
によって教科書が要らない場合があ 約30,000円（1学期分）
ります。

300円～400円（校内）、500円～700
600円～1,500円
円（校外）

学内

大学、学部は3万円（選択科目数に
よる）、留学生別科は無

担当者により異なる

20,000円／1学期

学生食堂で５００円程度

校内：500円

校内：500～600円

校内：450円

校外：1,000円

校外：500円～700円

校外：700円

20,000円

履修科目により異なる

10,000円程度(履修する授業によっ
て異なる)
①最寄りのバス停から240円。定期
券を販売。定期券の方が得で便利で

교통비

約5万円/1セメスター

約5000円/月

생활비

寮が校内にあるため、受講のための
交通費はかかりません。
大学寮に入居した場合、通学にかか
バス：本学から長崎駅まで210円
3～5千円（1ヶ月）
る交通費はありません。
★市内路面電車：120円（全駅一
律）

女子寮は徒歩圏内、男子寮は専用バ

電車通学に係る交通費（関大前駅⇔
約10,000円／1学期

す。

スがあるため、学校への通学に関し

南千里駅）

ては交通費はかかりません。

※定期券を利

用した場合

※ 대략적인 금액임

②徒歩で学校まで5分ほどなので交
自転車の貸し出し有り

通費はかかりません。

その他交通費については距離により

＊半期留学生には自転車の貸し出し

値段が変更します。

があります。(自転車に限りがござ
いますのでお早めに申請をしてくだ
さい。)
電気、ガス

광열비

なし

なし（大学負担）

月5,000～10,000円（季節や個人の
使用量によって異なる場合がありま 約10,000円/月
す）

寮費は、光熱水費を含みます。

1万円

約5,000円/月、水道代

約5,000円/2ヶ月

なし

(＊個人差あり。使用した量によっ
て異なる)

以下のリンク（ガイドブックp.3）
기타

国民健康保険料：約1万円/セメスタ 学生教育研究災害傷害保険料：9000
円

ー

よりご参照ください。
https://www.u-fukui.ac.jp/wp/wp-

なし

－

国民健康保険：13,500円／1学期

無

content/uploads/2_Guidebook_202
104_EN.pdf

가능 유무

可能

可

資格外活動許可があれば可

可

可(資格外活動許可を取得している

無

ことが条件）

本学指導教員が学業に支障なしと認
めれば「資格外活動許可」を取得のう 資格外活動許可があれば可

可

可

えアルバイト可能。

１週間に28時間まで。ただし、本学
최대 활동 가능 시간

28時間/1週間

週28時間まで

아르바이트

が学則で定める休業期間中（夏季休

学期中：週28時間、夏/冬休み：1日
週28時間以内
8時間上限40時間

業・冬季休業・春季休業）は、１日
８時間以内のアルバイトを行うこと

授業期間は１週につき最大２８時間
まで可。

週28時間以内

1週間

28時間以内

週28時間

ができる。

필요 절차

신청마감

資格外活動許可書は、本学の
Student Officeにて申請可能

9/23 오후 3시까지

入学書類郵送時に資格外活動許可申
資格外活動許可を取得したもののみ 請書を同封します。
入国時、各空港の入国管理局で申請
可
書を提出し、資格外活動許可を得た
もののみ可能。

9/23 오후 3시까지

9/23 오후 3시까지

大谷大学学生支援課で申請書類を受 国際部に資格外調査票及び資格外活

国際課に申請取次・資格外調査票及
び資格外活動許可申請書を提出し、

来日時、空港にて資格外活動許可申 け付ける。

承認を受けた上で、入国管理局へ申

請が必要。

請。

（新規入国時の入国カウンターでの た上で、入国管理局へ申請してくだ
資格外活動許可取得は認めない）

9/23 오후 3시까지

9/23 오후 3시까지

9/23 오후 3시까지

動許可申請書を提出し、承認を受け

9/23 오후 3시까지

さい。

10/21 오후 3시까지

入国時に成空港、羽田空港、中部空 入国後、出入国在留管理局で資格外
港、関西空港で資格外活動許可を得 活動許可を得たもののみ可能
ることができる。入国後、高松入管
で資格外活動許可を得ることができ
る。

10/21 오후 3시까지

10/21 오후 3시까지

