
 

  １） 在学しながらの留学       大阪公立大学に在学しながらの留学が可能です。 

   ２） 授業料について        留学中は本学に授業料を納入し、留学先大学の授業料は免除されます。 

   ３） 単位認定の可能性      留学先で取得した成績は、審査を経て本学の単位として認定される場合があります。 

大阪公立大学 

海外留学のススメ 2022 
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Ⅱ．交換留学制度  

Ⅰ．大阪公立大学在学中にできる海外留学 

  1. 交換留学制度（→Ⅱ.参照） 

  2. 認定留学制度（→Ⅲ.参照) 

中・長期（３ヶ月～１年程度）で留学したい 

大阪公立大学*に在学中にできる海外留学には、以下の方法があります。（* 大阪市立大学・大阪府立大学も含みます。） 

  1. 海外短期プログラム（→Ⅳ.参照） 

また、海外留学にかかる助成制度（奨学金）もあります。（→Ⅴ.参照） 

交換留学制度のポイント 

短期（数日～数か月）で留学したい

2022年 2023年 

7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

2023 

前期派遣 

募集開始 

学内締切 

・ 

選考 

推薦者 

決定 
 出願手続  

受入許可通知 

ビザ取得手続 

2023前期派遣 

（2023年3月～2023年8月） 

 １学期間のみの派遣 

 

   

2023 

後期派遣 

募集開始※ 

学内締切 選考 
推薦者 

決定 
 出願手続    

受入許可通知 

ビザ取得手続 

2023後期派遣 

（2023年9月～） 

1学期間または1年間 

（２）交換留学の年間スケジュール 

    ※交換留学は後期派遣を主とします。年間の募集枠に余りがある場合のみ、前期派遣の募集を行う場合があります。 

    一部の大学は後期からのみの派遣となります。（フランスの協定大学等） 

（１） 交換留学制度とは 

    本学に在学しながら、大阪公立大学と学術交流協定を締結している大学に留学する制度です。 

    本制度での留学は、派遣先の大学で開講される授業（専門科目）や外国語クラスの受講が可能です。 



大学名・大学紹介 受講言語 留学開始 
時期 人数 

ア
イ
ル 

ラ
ン
ド 

ダブリンシティ大学 
ダブリン市にある国立大学で、文系と理系のキャンパスは、市内から少し離れた住宅街に囲まれ
ています。 

英語 9月 1名 

韓
国    

仁川（インチョン）大学校 
韓国北西部の仁川広域市延寿区にある国立総合大学。11の学部があり、大学で開講されて
いる韓国語の授業が充実しているのも特徴です。 

韓国語＊ 8月 ２名 

金烏（クモウ) 工科大学校 
韓国東南部にある慶尚北道亀尾市にある国立大学。留学生のための韓国語プログラムが提供
されています。 

韓国語＊ 8月 ２名 

ソウル市立大学校 
ソウルにある公立総合大学で、キャンパスはドラマのロケ地にもなっています。 

韓国語＊ 9月 ２名 

済州（ﾁｪｼﾞｭ）大学校 
済州島にある唯一の国立総合大学です。 

韓国語＊ 9月 ２名 

全南（チョンナム）大学校 
広域市にある国立大学で、1952年に創立されました。アジアのみならず、様々な国や地域から
留学生を受け入れており、国際色豊かな環境です。 

韓国語＊ 9月  ２名 

大邱（テグ）大学校 
韓国東南部の慶尚北道慶山市にある大学。大学内に韓国語教育センターがあり、様々な国の
留学生とともに韓国語を学習する環境が整っています。 

韓国語＊ 8月 ２名 

台
湾   

国立成功大学 
台南市にある台湾有数の国立総合大学です。英語で開講される授業が充実しているので、英
語で専門を学びたい学生の留学先としても適しています。  

中国語＊ 9月 ２名 

国立台湾師範大学 
台湾の台北市にある国立総合大学。外国人のための中国語の授業および正規の授業を受講
することができます。 

中国語＊ 9月 ２名 

国立中央大学 
台北郊外にある広大なキャンパスを有する歴史ある大学です。 中国語＊ 9月  ２名 

実践大学 
台北市にある私立大学で、高雄にもキャンパスがあります。 中国語＊ 9月  ２名 

淡江大学 
台北の淡水にメインキャンパスを持ち、台湾の私立大学の中では最も歴史のある大学です。英
語で開講される授業があるので、英語で専門を学びたい学生の留学先としても適しています。  

中国語＊ 9月 ２名 

中
国 華東理工大学 

中国の上海にある国立総合大学。外国人のための中国語の授業および正規の授業を受講する
ことができます。また、正規の授業の中には英語で開講されているものもあります。 

中国語＊ 9月 ２名 

上海大学 
中国教育部と上海市政府が共同で設立した国立大学。経済、文学、工学等専門分野も多岐
にわたります。 

中国語＊ 9月  ５名 

深圳大学  
広東省深圳市にある国立総合大学で、1983年に創立された比較的新しい大学です。中国語
コースもあります。 

中国語＊ 9月 ２名 

ア
メ
リ
カ 

アンドリュース大学 

ミシガン州南西部の町ベリエンスプリングスに設立された私立大学。世界中から学生が集まる多
様性の高い大学です。 

英語 8月 ２名 

（２） 大阪公立大学の交換留学プログラム（※国際交流課募集のもの、全学生対象）（2022年度3月時点） 
    応募条件の詳細、最新情報はUNIPAで確認してください。応募時期は概ね留学開始の半年以上前です。 
     ただし、現地の情勢等により、募集・派遣を見合わせる場合があります。 



Ⅲ．認定留学制度  

（１） 認定留学制度とは 

    学術交流協定に基づく交換留学以外の形態で在学期間中に海外留学をする場合に、一定の条件を満たすことにより、在学しながら留学す 

    ることが認められる制度です。制度の詳細及び最新の情報についてはUNIPAをご確認ください。 

 

１） 在学しながらの留学       大阪公立大学に在学しながらの留学が可能です。 

２） 授業料納付が二重      大阪公立大学と派遣先大学・機関双方に授業料を納付する必要があります。 

３） 単位認定の可能性      留学先で取得した成績は、審査を経て本学の単位として認定される場合があります。 

４） 留学先の選択肢増      交換留学以外の幅広い大学等から留学先を選ぶことができ留学先の選択が広がります。     

 本学の授業料 留学先大学の授業料 在学扱い 単位認定 

交換留学 要 不要 〇 
△ 

（所属学部等の審査） 

認定留学 要 要 〇 
△ 

（所属学部等の審査） 

休学留学 不要 要 × × 

認定留学制度のポイント 

中長期留学まとめ 

学名・大学紹介 受講言語 留学開始 
時期 人数 

ヴッパタール大学 
ドイツ西部のノルウトライン=ヴェストファーレン州内の都市、ヴッパタールにある公立総合大学。
交換留学生のためのドイツ語コースが提供され、また正規の授業も受講することができます。 

ドイツ語＊ 10月 ２名 

ハンブルク大学 
美しい川と湖に囲まれたドイツ第二の都市ハンブルクに所在する国立大学で、1919年に創立
されました。多くの外国人留学生を受け入れており、日本研究も盛んです。 

ドイツ語＊ 10月  4名 

フ
ラ
ン
ス  

CYセルジ－・パリ大学 
パリ郊外のセルジー・ポントワーズ市にある国立総合大学で、法学、経済・経営学、人文科
学、言語学、理工学の5つの研究科があります。 

フランス語＊ 9月 4 名 

INALCO（国立東洋言語文化大学） 
パリ市内にある国立大学で、英語を除く93の言語について研究および教育を行っています。 

フランス語 9月 ２名 

ル・アーヴル・ノルマンディー大学 
フランス北西部の大西洋に臨む港湾都市ル・アーヴルに位置する国立の総合大学です。 

フランス語＊ 9月 ２名 

マ
レ
ー
シ
ア 

マラヤ大学 
首都クアラルンプールの南西に広大なキャンパスをもつ、国内トップレベルの国立総合大学で
す。授業の多くは英語で行われるため、英語で専門を学びたい学生の留学先として適していま
す。 

英語 9月 ２名 

ド
イ
ツ  

＊一部英語で行われる科目あり。 



プログラム名・プログラム内容 渡航先・研修先 実施時期（期間） 問い合せ先 

夏期韓国語研修 

レベル別クラスで韓国語集中講義を受講。 

韓国 

済州大学校 

夏期休暇中 

（約2週間） 

国際交流課 

（杉本キャンパス） 

夏期または春期英語研修 

レベル別クラスで英語集中講義を受講。 

タイ 

チェンマイ大学 

夏期休暇中または 

春期休暇中 

（約3週間） 

国際交流課 

（杉本キャンパス） 

春期マラヤ大学サマーエンリッチメントプログラム 

マレーシアでもトップクラスの大学で、英語とマレーシア文化を集中的に学

ぶプログラム。マラヤ大学学生がバディとなり参加者をサポート。 

マレーシア 

マラヤ大学 

春期休暇中 

（約3週間） 

国際交流課 

（中百舌鳥キャンパス） 

泰日工業大学クロスカルチャープログラム 

英語による国際経営講義、タイ企業の工場見学、泰日工業大学学生

との国際交流など。 

タイ 

泰日工業大学 

春期休暇中 

（約2週間） 

国際交流課 

（中百舌鳥キャンパス） 

台湾短期個人留学プログラム 

レベル別クラスで週20時間の中国語集中講義を受講。 

台湾 

淡江大学 

春期休暇中 

（約2週間） 

国際交流課 

（中百舌鳥キャンパス） 

泰日工業大学サマープログラム 

泰日工業大学の寮や学生の家へのホームステイなど、学生同士の国際

交流も魅力。 

タイ 

泰日工業大学 

夏期休暇中 

（約10日間） 

国際交流課 

（中百舌鳥キャンパス） 

夏期マラヤ大学サマーエンリッチメントプログラム 

マレーシアでもトップクラスの大学で、英語とマレーシア文化を集中的に学

ぶプログラム。マラヤ大学学生がバディとなり参加者をサポート。 

マレーシア 

マラヤ大学 

夏期休暇中 

（約3週間） 

国際交流課 

（中百舌鳥キャンパス） 

（３）大阪公立大学のオンライン短期プログラム（単位認定なし／学部・学域、大学院生対象）※2021年度実績 

プログラム名・プログラム内容 実施団体 実施時期（期間） 問い合せ先 

マラヤ大学サマーエンリッチメントプログラム 

英語や文化を学べるプログラム。現地学生との交流もあり。講師によるプレゼンス

タイルの講義、大グループ、小グループに分かれてのグループワーク、課題提出があ

ります。オンラインプログラムには珍しいバディ制度あり。 

マラヤ大学 

（マレーシア） 

夏期・春期休暇中 

（約3週間） 

国際交流課 

（中百舌鳥キャンパス） 

マラヤ大学SoSHIP（Social Sciencesand Humanities Immersion  Programme ） 

英語でマラヤ大学生と人文社会科学系の科目3科目を勉強するプログラム。現

地学生との交流もあり。講師によるプレゼンスタイルの講義、大グループ、小グルー

プに分かれてのグループワーク、マラヤ大学生との協働課題に取り組む。オンライン

プログラムには珍しいバディ制度あり。 

マラヤ大学 

（マレーシア） 

夏期・春期休暇中 

（約3週間） 

国際交流課 

（中百舌鳥キャンパス） 

（２）大阪公立大学の海外短期プログラム（単位認定なし／学部・学域、大学院生対象）（※大阪府立大学、大阪市立大学実績） 

        ※派遣先の国際情勢等により開催されないプログラムもあります。最新情報はUNIPAに随時掲載するので、こまめに確認してください。 

 

１)  外国語の集中的トレーニング    夏期・春期の休暇を利用して集中的に語学習得に取り組めます。 

２） 海外文化体験や現地での交流   プログラムを通じて、海外文化の体験や現地の学生・ホストファミリー等との交流も可能です。 

３） 長期留学へのファーストステップ    まずは短期で留学に挑戦することで、長期留学のイメージ、計画につなげることができます。 

 海外短期プログラムのポイント 

（１） 海外短期プログラムの概要  

  大阪公立大学では、さまざまな海外短期プログラムを実施しています。ご自身の目的にあわせて参加するプログラムを検討してください。    

Ⅳ. 海外短期プログラム 



Ⅴ．海外留学にかかる助成制度 

 海外留学のための奨学金等の募集案内は、UNIPAに随時掲載しますのでこまめにチェックしてください。 

短期海外留学プログラム奨励制度 
本学が提供する語学研修、海外短期プログラムに参加する学生のための奨励金です。助成金額

（給付）は渡航先により2～6万円、オンラインプログラムの場合はプログラム費用の20％。 

中長期海外留学奨励制度 

1ヶ月以上１年以内の期間で交換留学、認定留学、研究目的での留学をする学生のための奨

学金です。助成金額（給付）は渡航先及び留学期間により、5∼42万円。 

 例：中国 半年 15万円、アメリカ 1年 42万円 など 

 学内の海外留学奨励制度（奨学金） 

 その他、学外の奨学金には、主に以下のようなものがあります。 
 
● 日本学生支援機構（JASSO）大学院学位取得型海外留学支援制度 

 
● 文部科学省 トビタテ！留学JAPAN （※後継事業検討中） 

 
●  その他民間の奨学財団等 
 
    阪和育英会奨学金、大遊協国際交流・援助・研究協会、ロータリー財団グローバル奨学金、中島記念国際交流財団海外留学奨学金 等 
 
● 日本学生支援機構（JASSO）のwebページに地方自治体・民間奨学団体及び外国政府の奨学金情報が掲載されています。 

 
奨学金の募集時期は留学時期の約１年前となっていることが多いため、早めに募集要項を確認してください。 

 
Ⅵ．その他 

（１）留学に関する情報及び留学相談について 

   海外留学に関する情報等国際交流課からのお知らせは以下を確認するようにしてください。また、留学相談についても以下よりお申込みください。 

学生Navi UNIPA 

JASSO Webページ 

プログラム名・プログラム内容 実施団体 実施時期（期間） 問い合せ先 

夏季淡江大学 中国語研修（個別） 

中国語研修（会話、ビジネス、旅行、読解強化など） 
淡江大学（台湾） 

夏期休暇中（参加者の

都合にあわせて設定） 

国際交流課 

（中百舌鳥キャンパス） 

マラヤ大学UM Faculty Series 2021 

マラヤ大学の様々な分野のショートレクチャーを受講できるプログラム。申込～授

業はすべて英語で実施。 

マラヤ大学（マレーシア） 
春期休暇中 

（自身で設定） 

国際交流課 

（中百舌鳥キャンパス） 

UVIC English for Global Communication 

カナダのビクトリア大学の英語研修。週3回のオンライン・ライブ授業及びディスカッ

ションフォーラム、他学生との交流、課題を含む学習です。 

ビクトリア大学（カナダ） 
夏期・春期休暇中 

（2週間） 

国際交流課 

（杉本キャンパス） 

SDGs＋（Plus）研修 

タイのチェンマイ大学で英語で行われるSGDsオンライン研修です。英語を勉強し

ながら、SDGsに関する課題について、現状や取組など、学べるプログラムです。 

チェンマイ大学（タイ） 
夏期・春期休暇中 

（2週間） 

国際交流課 

（杉本キャンパス） 

Concorde Internationalオンライン英語レッスン 

レベル別で、LIVEで授業に参加。修了時にはプログレス・レポートと修了証が授

与。 

Concorde Internation-

al（イギリス） 

夏期・春期休暇中 

(1週間単位で自身で決

定） 

国際交流課 

（中百舌鳥キャンパス） 

留学相談 



Ⅶ．留学レポート                  

 

 

                       ◆先輩たちの留学レポートをチェックしよう！ ※大阪市立大学、大阪府立大学の留学制度により派遣された学生のレポートが含まれます 

交換留学 成功大学（台湾） 

NCKUでは、専門科目をいくつかと中国語の授業を
受けていました。専門科目は、中国語開講のものと
英語開講のものを受けました。NCKUは台湾でトップ
クラスの大学で、航空宇宙工学分野では台湾最高
峰なので、専門科目の選択肢も多く、授業のレベル
も高いので非常に刺激を受けました。 
私は交換留学生ですが、正規生の台湾人や留学生
と一緒に授業を受けることができて良かったと思いま
す。 
中国語の授業自体は週 1 回だけだったので、中国
語が身に着くか不安でしたが、中国語開講の授業や
日常生活を通じて向上させることができたと思いま
す。また、府大での研究分野に近い研究室のミーティ
ングにも参加させていただき、同じ年代の学生のレベ
ルの高い研究を肌で感じることができて非常に良い経
験でした。  

交換留学 ダブリンシティ大学（アイルランド） 

8か月間の留学生活の間、毎日が楽しくて基本的にホームシックになっ
たりすることは無かったのですが（笑）、時にネガティブな感情になること
もありました。沢山の学びを得たこの留学ですが、やはり人との出会い
は、かけがえのない１番大切な財産となりました。  

交換留学 ヴッパタール大学（ドイツ）  
 

留学中一年間、外国人留学生のために開講される集中
ドイツ語コースを受けていました。クラスはレベルごとに分かれ
ており、毎日午前中３時間ドイツ語を学んでいました。バラ
ンスがとてもよく、読解、聴解、作文、文法をまんべんなく学
ぶことができました。特に感心したのが、授業中の文法や読
解のときでさえ、先生が近くの人と相談して取り組むように
促していたことでした。これによって、一人当たりの会話量が
少なくなってしまいがちな集団型の弱点を補っていたのだと
思います。  

海外短期プログラム マラヤ大学SEP (マレーシア) 

プログラムでは、日本人2～３人に対し、現地学生が1人ついてくれ、同じ部屋で
住み、３週間ほとんど一緒にいたので、常に英語を話す環境があったことが良かっ
たところだったと思います。また教科書やインターネットだけでは得られないムスリムの
人たちから直接、宗教に関することなどのお話が聞けたのも、大変興味深かったで
す。  

海外短期プログラム Concorde Internationalオンライン英語レッスン 

英語が苦手な人は，「適切な単語が見つからない」「英語を使うことに疲れて、

嫌になる」ことを経験しがちではないでしょうか。そうした際、海外留学だと辞書を

毎回参照するわけにもいかず、英語から「逃げる」こともできませんが、オンライン留

学では気分転換や辞書の参照を行うことが容易いです。ゆえに、英語が苦手な

人でもストレスなく留学することが可能です。初めてオンライン留学を経験しました

が，対面より気後れなく楽しく学習できたとともに、英語で多くの意見交換ができ

たという点で非常に良かったです。 

海外短期プログラム 泰日工業大学 クロスカルチャープログラム 

プログラムでは、タイの文化やタイ語について学ぶほか、現地の企業や、小学校・高校

などの見学、マングローブ植林体験など、旅行ではできないような体験を TNI の学生

と一緒に行うことができます。 また、放課後は自由時間が多く、土日もフリーだったの

で、グループチャッティングで会話した TNI の学生たちに色々なところへ連れて行って

もらいました。特にナイトマーケットには毎晩のように行きました。TNI の学生が、これ

がおいしいとかこれは辛いとかを教えてくれるので、辛い物が苦手な私でもタイ料理を

楽し むことができました。 本当に楽しい 12 日間で、タイのことが大好きになりました。 

国際関係を考えるためにはやはり現地の人たちとの密な交流が重要だなということを

改めて肌で感じること ができました。 

大阪公立大学  国際交流課（平日9:00～17:00） 
メール：gr-int-outbound@omu.ac.jp 
杉本キャンパス   TEL: 06-6605-3557      中百舌鳥キャンパス TEL: 072-254-9962 


