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愛知淑徳大学 交換留学プログラム 2023－2024 

2023年 1月 26日更新 

大学情報 

大学名 愛知淑徳大学 Aichi Shukutoku University (ASU) 

公式ホームページ （日本語）http://www.aasa.ac.jp/ 

 （英語） http://www.aasa.ac.jp/english/  

交換留学プログラム担当部署 国際交流センター Center for International Programs 

住所 〒464-8671 愛知県名古屋市千種区桜が丘 23 
       愛知淑徳大学 星が丘キャンパス 

Email goglobal@asu.aasa.ac.jp  

電話 ＋81 (0) 52-783-1590（直通） 

Fax ＋81 (0) 52-783-1578（直通） 

国際交流センター 
ホームページ 

（日本語） http://www.aasa.ac.jp/institution/international/  

（英語） https://www.aasa.ac.jp/institution/international/en/  

 

国際交流センタースタッフ（本学への受入、本学からの派遣、複数学位取得留学） 

国際交流センター長 
福本 明子（教授）Prof. Akiko FUKUMOTO  

国際交流センター助教 
熊澤 友紀子 Yukiko KUMAZAWA  

事務主任 
岩瀬 彰子  Shoko IWASE  

プログラム担当 

大野 純子 Junko OHNO  
青山 未央 Mio AOYAMA 
宮田 優  Yu MIYATA  
林 朋美  Tomomi HAYASHI 

 
  

http://www.aasa.ac.jp/
http://www.aasa.ac.jp/english/
mailto:goglobal@asu.aasa.ac.jp
http://www.aasa.ac.jp/institution/international/
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交換留学プログラムへの応募方法 

注意点： 
1）交換留学生の留学手続きに関する重要事項（留学ビザの手続きなど）は、本学および交換留学生の
所属大学との共同責任で対応します。 

2）交換留学生の希望に応えられない場合があります（例：留学生別科で受入学生の日本語能力に合っ
たコースが開講されない場合、受入許可が下りない）。 

1. 事前連絡（ノミネーション） 

協定校の担当者が「出願締め切りの 1か月前」までに下記リンクのノミネーションフォームから連絡
してください。https://forms.office.com/r/i7DhuRd9xV  

2．各プログラムへの出願 

出願するプログラムの募集要項をよく読み「オンライン出願システム」から、出願締め切り日までに出
願を完了してください。 

募集要項 

以下のページからダウンロードできます。 
（日本語） 
http://www.aasa.ac.jp/institution/international/program/application.html 
（英語） 
http://www.aasa.ac.jp/institution/international/en/program/application.html 

出願締切日 

① 留学開始学期：2023年秋学期（後期） 

2023年 4月 15日（土）17時 
② 留学開始学期：2024年春学期（前期） 

2023年 11月 15日（水）17時 

【参考】学年暦（プログラム期間）※日程は変更になる可能性があります 

学年暦 

① 2023年秋学期（後期） 
授業開始 2023年 9月 25日 
冬休み  2023年 12月 29日～2024年 1月 4日 
授業終了 2024年 1月 22日 
定期試験 2024年 1月 23日～1月 29日 

② 2024年春学期（前期） 
授業開始 4月上旬 
授業終了 7月下旬 
定期試験 7月下旬～8月上旬 

  

https://forms.office.com/r/i7DhuRd9xV
http://www.aasa.ac.jp/institution/international/program/application.html
http://www.aasa.ac.jp/institution/international/en/program/application.html
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  交換留学プログラム【本学への受入】 

Ⅰ 留学生別科 

コース概要 
日本語レベルに応じた日本語を学ぶ日本語科目（レベル 1「日本語Ⅰ」～レベル 6「日
本語Ⅵ」）と、実践や体験を重視した日本文化科目（「書道」「華道」）があります。 

リーフレット http://www.aasa.ac.jp/institution/international/program/cjlc/pdf/brochure_ja_211210.pdf  

追記 
日本語上級レベルの学生は一部の指定された学部開講科目を履修することができま
す。 

応募条件 

1) 最低 12年の正規の学校教育を修了し、大学入学資格を全て満たしていること。ま
たはこれに準ずる資格を有すること。 

2) 最終学歴校での成績が、100 点満点中、平均 75 点以上であること。または GPA 
4.00の 2.75以上を取得していること。 

開講キャンパス 星が丘キャンパス 

 

Ⅱ 特別科目等履修生（英語で開講される学部科目の履修） 

コース概要 グローバル・コミュニケーション学部に所属し、英語で開講される科目を履修します。 

英語で開講され
る科目一覧 

http://www.aasa.ac.jp/institution/international/en/program/course/english.html  

履修単位 交換留学生は、1学期につき 14単位以上履修する必要があります。 

応募条件 

1) 英語が母語でないものは、TOEFL iBT 71点、IELTS 5.5点以上（CEFR B2程度）
を取得していることが望ましい。 
※ 語学試験結果の提出は必須ではありません。語学試験結果がない場合は、所属

大学にて上記スコアと同等かそれ以上の英語力があると判断した文書を作成
して、国際交流センターに提出してください。 

2) 最終学歴の成績の「F」に該当する評価が全体の 10％以下であること。 

追記 
日本語科目「入門日本語 A」または「入門日本語 B」（各科目 90分／週 2回×15週、
4単位）を履修することができます。 

重要事項 
授業は英語ですが、日常生活（キャンパス内含む）では英語が通じない場面、英語表記
がない場合も多くあります。出願時には日本語学習歴は問いませんが、留学準備とし
て本国でも日本語学習に取り組んでおくことをお勧めします。 

開講キャンパス 星が丘キャンパス 

 

  

http://www.aasa.ac.jp/institution/international/program/cjlc/pdf/brochure_ja_211210.pdf
http://www.aasa.ac.jp/institution/international/en/program/course/english.html
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Ⅲ 特別科目等履修生（日本語で開講される学部科目の履修） 

コース概要 
すべての学部・学科の科目の中から選択することができます。 
※ただし、科目等履修生受入可の科目であること 

開講科目に関する 
情報の検索 

本学のシラバス検索システムで検索してください。 
http://pnavi.aasa.ac.jp/syllabus/search/search.php 
検索するときは、「キーワード検索」のタブをクリックし、中ほどにある「科目等
履修生、聴講生受入可のシラバス検索」にチェックをいれてください。 

履修単位 交換留学生は、1学期につき 14単位以上履修する必要があります。 

応募条件 
1) 日本語能力試験において、N1（1 級）を取得していることが望ましい 
※ 日本語能力基準については事前に国際交流センターに相談してください 

2) 最終学歴の成績の「F」に該当する評価が全体の 10％以下であること 

追記 
「日本語非母語話者のためのアカデミックライティング」（90分／週×15週、2
単位）を履修することができます。 

開講キャンパス 所属学部により、いずれかのキャンパスで受講します。 

 

《長久手キャンパス》 
- 文学部 
- 人間情報学部 
- 心理学部 
- 創造表現学部 
- 健康医療科学部 
- 福祉貢献学部 

《星が丘キャンパス》 
- 交流文化学部 
- ビジネス学部 
 

 
  

http://pnavi.aasa.ac.jp/syllabus/search/search.php
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手続きの流れ・その他の情報 

留学ビザの取得 

① 出願書類を確認後、愛知淑徳大学より交換留学生に対し「入学許可書」
が発行されます。 

② 留学ビザに必要な「在留資格認定証明書」は、愛知淑徳大学が名古屋出
入国在留管理局に申請します。「在留資格認定証明書」を愛知淑徳大学が
受け取り次第、「入学許可書」と一緒に、協定校担当者もしくは留学生本
人に送付します。 

③ 留学生本人が、最寄りの在外公館で、留学ビザの申請をします。申請には
「入学許可書」「在留資格認定証明書」が必要です。その他、大使館が指定
する書類の提出を求められる場合があります。 

入国日の確定 

必ず留学ビザを取得してから入国してください。ビザ発給にかかる日数は、国・
地域により異なります。 
留学ビザの取得に必要な「在留資格認定証明書」は、遅くとも空港出迎え日の
1週間前には届くよう発送します。留学ビザ取得に要する期間を考慮の上、慎
重に入国日の決定・航空券の手配をしてください。 

空港出迎え 
指定された日にちのみ、空港出迎えサービス（無料）が利用できます。 
ただし、到着は中部国際空港に限ります。 

※空港出迎え日は決定次第お知らせします。 

留学生宿舎 
交換留学生は原則として、長久手キャンパスにある留学生宿舎（アイハウス）
に滞在します。※入居開始日は決定次第お知らせします。 

アイハウスの 
Webサイト 

https://www.aasa.ac.jp/institution/ihouse/  

個室内の設備 

※ 部屋はすべて一人部屋です。 
シングルベッド（マットレス＋シーツ）、机、椅子、デスクランプ、冷蔵庫、
エアコン（冷暖房）、収納棚、クローゼット、金庫、カーテン、有線インター
ネット接続（LAN ケーブルは各自で準備） 

共有部分の設備 
キッチン、リビング、ダイニング、スタディルーム、ミニラウンジ、シャワー
ルーム、トイレ、洗面所、ランドリー（洗濯機、乾燥機）、Wi-Fi（２，３階共
有部分のみ）、自動販売機 

宿舎費用 

- 居室使用料（家賃）：20,000円／月 
- 保証金：40,000円（入居時のみ）※退去時に諸経費を差し引き、返金します。 
- 居室清掃料：5,000円（退去時のみ） 
- 維持管理費：5,000円／月 
- 電気料：使用した分のみ（平均 1,000円／月程度） 
 
 

https://www.aasa.ac.jp/institution/ihouse/
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手続きの流れ・その他の情報 

生活費 

月々の生活費は学生によって異なります。生活費の平均は月 60,000円（留学
生宿舎費用、食費を含む）です。留学生宿舎には食堂はありません。ミールプ
ランもありません。宿舎の共同キッチンで自炊してください。 
（参考）JASSO Study in Japan 生活費・物価のページ 
https://www.studyinjapan.go.jp/ja/life/livingcost-price/ 

保険 

交換留学生は以下 2種類の保険に必ず加入しなければなりません。 
1) 国民健康保険（日本に入国後、加入） 

国民健康保険に加入することで、治療費の 70％が補助されます。保険料
は年額 17,000円前後です。 

2) 学生教育研究災害傷害保険と付帯賠償責任保険（日本に入国後、加入） 
授業中や学校行事等で、事故やけがをした場合が対象となります。保険料
は 1,140円／年です。1学期のみの留学であっても保険料は同額です。 

奨学金 

愛知淑徳大学同窓会奨学金 
各学期修了後、成績優秀な外国人留学生に奨学金が給付されます。給付時に在
籍していることが条件のため、1学期のみの留学生は対象になりません。 
■給付額：￥100,000 
■受給条件： 
- 給付時に在籍していること 
- 在留資格「留学」を有していること 

 

https://www.studyinjapan.go.jp/ja/life/livingcost-price/

