
①留学願書受け付け可能な派遣先　②留学が実現可能かの見込みについて

提携校 2022年後期留学願書受付

留学国と派遣先での状況を踏まえ
た上での留学が実現可能かどうか
の今後の見込み
＊不確定要素も多いので必ず内容
を保証するものではありません

備考

アメリカ　ベネディクティン大学

秋学期からのみ留学可ですが、秋学
期の先方への出願締め切りが４月初
旬のことから、すでに学内申し込み
は終了しています。（2022年度前
期留学者と同じ期限でした。）

202３年度後期：〇

直近の202３年8月入学の場合、先方への出願締
め切りは202３年４月初旬につき、他の派遣先の
２０２３年前期留学希望者同様に今後本学が指定
する期限に留学願書を提出してください。留学を
開始する学期は「202３年度後期」です。

アメリカ　カリフォルニア大学
リバーサイド校

〇 〇

・現在、宿舎は外国人専用の寮のみ選択可。ホー
ムスティは現在選択できない、ホームスティ提供
再開の時期は未定。
・留学生を含むUCRに所属する全てのメンバーに
ワクチン接種が課せられているので、ワクチン接
種を渡航前に済ませておくことが必要。

カナダ　ヴィクトリア大学 〇 〇

・宿舎はホームスティ。
・UVICはワクチン接種完了者しか受け入れない
のでワクチン接種を渡航前に済ませておくことが
必要。

オーストラリア
ニューサウスウェールズ大学

×

２０２３年度前期：△
202３年度後期：△
202３年度春学期に受講可能な授
業を先方が再開するかは未定

現在、現地での学位取得予定者のみを対象とした
英語プログラムは実施予定はあるが、本学の学生
が受講可能なプログラムの提供予定はない状態。

イギリス　エディンバラ大学
×

202３年度後期：△
202３年度秋学期に受講可能な授
業を先方が再開するかは未定

通常秋学期からのみ留学可。現在、現地での学位
取得予定者のみを対象とした英語プログラムは
実施予定はあるが、本学の学生が受講可能なプロ
グラムの提供予定はない状態。

フィリピン　セントポール大学
マニラ校

×
２０２３年度前期：×
202３年度後期：×

・現在フィリピン政府による外国人の入国制限措
置があり、入国不可。
・現在医療環境の面から安全にも問題あり。

フィリピン　セントポール大学
イロイロ校

×
２０２３年度前期：×
202３年度後期：×

・現在フィリピン政府による外国人の入国制限措
置があり、入国不可。
・現在医療環境の面から安全にも問題あり。

フィリピン　セントポール大学
ドゥマゲッティ校

×
２０２３年度前期：×
202３年度後期：×

・現在フィリピン政府による外国人の入国制限措
置があり、入国不可。
・現在医療環境の面から安全にも問題あり。

台湾　静宜大学

　　　　　　　　　　〇
先方への出願書類提出後に最新の
台湾政府の方針と状況を鑑みて、派
遣先が交換留学プログラムの実施の
可否を決める

△

・現在台湾政府による交換留学生への入境制限措
置があり、入境不可。
・春学期の開始時期：２月下旬～3月上旬
　秋学期の開始時期：８月下旬～９月上旬

台湾　開南大学

　　　　　　　　　　〇
先方への出願書類提出後に最新の
台湾政府の方針と状況を鑑みて、派
遣先が交換留学プログラムの実施の
可否を決める

△

・現在台湾政府による交換留学生への入境制限措
置があり、入境不可。
・春学期の開始時期：２月下旬～3月上旬
　秋学期の開始時期：８月下旬～９月上旬

中国　山西大学 ×
２０２３年度前期：×
202３年度後期：△

・現在中国政府による外国人の入国制限措置が
あり、入国不可。
・春学期の開始時期：２月下旬～3月上旬
  秋学期の開始時期：８月下旬～９月上旬

中国　山西大学商務学院 ×
２０２3年度前期：×
202３年度後期：△

・現在中国政府による外国人の入国制限措置があ
り、入国不可。
・春学期の開始時期：２月下旬～3月上旬
　秋学期の開始時期：８月下旬～９月上旬

韓国　釜慶大学校 〇

　　　　　　　　　〇
ただし派遣先での平時同様の対面
授業と課外活動は必ずしも保証さ
れません

春学期の開始時期：２月下旬～3月上旬
秋学期の開始時期：８月下旬～９月上旬

韓国　カトリック大学校 〇

　　　　　　　　　〇
ただし派遣先での平時同様の対面
授業と課外活動は必ずしも保証さ
れません

春学期の開始時期：２月下旬～3月上旬
秋学期の開始時期：８月下旬～９月上旬

韓国　誠信女子大学校　　　　　 〇
　　　　　　　　　〇
ただし平時同様の対面授業と課外
活動は必ずしも保証されません

春学期の開始時期：２月下旬～3月上旬
秋学期の開始時期：８月下旬～９月上旬

※現在、新型コロナウイルス感染症陰性証明書（国によって検査方法や様式は異なる）の提示がフライト搭乗時と入国時に必要です。

※現在、ワクチン接種完了者でも各政府・州が定める自主隔離（費用は自己負担）が入国後に必須となっている渡航先もあります。

 以下は、２０２２年１月２１日に開催した留学説明会（２０２２年度後期からの長期留学者向け）にて配付した資料です。
  別途ウェブページにアップロードされている「海外提携校留学に関するよくある質問」も読んでください。
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海外派遣留学の出願とその後の流れについて 

※不確定要素があるため、願書の受付が必ずしも留学を保証するものではないことをご留意ください。

また、特に以下を十分理解したうえで願書を提出していただくようお願いいたします。 

 

・JASSOの給付型奨学金である「２０２２年度海外留学支援制度（協定派遣）」について 

現地での留学開始が 2022年 4月以降の者は、2022年度の本支援制度の対象です。本学からへ JASSO 

へ 2022 年度のプログラム申請を行っており、採択の可否が決定されるのは 1 月下旬以降の予定で

す。秋出発する学生は 2022年４月出発の学生と同じスケジュールで学内選考をすすめる兼ね合いか

ら、採択決定に先駆けてになりますが、応募希望者は所定の書類を留学願書と同じ期日までに提出

ください。 

留学期間が半年の学生： 

2021年度は、学生登録申請締め切り（９月支援開始の場合本学から JASSO への申請締め切りは７月

初旬）までに派遣先所在地が外務省海外安全ホームページの危険レベル１以下でない限り申請でき

ませんでした。2022 年度も同様の適用になるのかは追ってお知らせします。なお、今後レベルが下

がる可能性も完全にゼロではないので、応募希望者の方はレベルの如何にかかわらず書類を出して

ください。 

留学期間が１年の学生： 

2021 年度については、JASSO よりレベル２以上の国・地域の派遣でも、別途要件を満たす場合奨学

金の支給を認める旨の通知が 6 月 15 日付でありました。派遣期間が 9 ヶ月以上の学生が対象です。

ただし、レベル２以上の派遣では、渡航において確認すべき事項を JASSO で定めておりその確認が

できた上での所定の誓約書の提出が、JASSO へ申請できる前提となります。2022 年度も同様の適用

になるのかは追ってお知らせします。 

  

・本学が派遣を認め派遣先が入学を認めた場合でも、受入国の判断で入国を拒否される可能性もある

ということをご留意ください。 

・危険レベルが１以下に下がらなかった場合の派遣は、大学として推奨しておりませんが、本人が保

護者と十分話し合いの上了解を得てなお留学の意思がある者においては、本人の意思を尊重する形

で個別対応を行います。 

 

1. 留学の出願と許可 

①  ２０２２年３月１日（火）正午まで 時間厳守 

＜長期留学申込者共通＞ 

下記の４点を国際交流センターへ提出する。 

希望留学先は、別紙リストより留学願書受付可能な提携校（アメリカ、カナダ、台湾、韓国）を選

択して記載すること。 

・留学願 （所定様式、記入日の日付は西暦で書き、留学期間は半年の場合「２０２２年度後期か

ら２０２２年度後期」、１年の場合「２０２２年度後期から２０２３年度前期」と書くこと） 

2022年 7月追記：2022年度に採択されました。派遣期間が 9 ヶ月以上の期間の学生だけでなく 
9 ヶ月未満の学生も奨学金支給の対象となる旨の通知が JASSOよりありました。 
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・留学の動機（様式なし、A4 サイズ１枚にワードファイル等ＰＣで作成し用紙半分以上は記入

すること、タイトル「留学の動機」および自分の学籍番号と氏名をタイプ打ちすること、写真や絵

の貼り付けはしないこと） 

・学習計画（様式なし、A4 サイズ１枚にワードファイル等ＰＣで作成し用紙半分以上は記入する

こと、タイトル「学習計画」および自分の学籍番号と氏名をタイプ打ちすること、写真や絵の貼り

付けはしないこと） 

・長期海外研修申込書（所定様式） 

 

＜JASSO 留学支援制度奨学金応募希望者＞ 

申請希望チェック用チャートの結果により要提出物が異なります。チャートにより自分が記載の

A～D のどれに該当するかチェックし、国際交流センターへ所定の書類を提出する。A の場合、応

募希望なしにつき、提出書類はありません。 

・B、C、D の応募者全員共通：「2022 年度留学支援制度奨学金への応募について」（所定様式） 

・D の方のみ：「家計状況確認用エクセルデータ」（所定様式、必ずメールにてデータで送ること） 

・D の方のみ：上記エクセルデータの金額を入力する際に使用した源泉徴収票など所得証明書類

コピー 

 

提出期限が春休み中なので、以下の３通りで書類受付をします。 

①事務室の国際交流センターまで直接提出 

②郵送で送付 

メールで郵送する旨を伝えた上で締め切り日時に必ず確実に間に合うように送ること。 

③メールで送付 

国際交流センターのアドレス exchange@sendai-shirayuri.ac.jp 宛に 

件名を「長期留学申込書」としてメール添付にて送付してください。 

「留学の動機」と「学習計画」はワードファイルまたはＰＤＦファイルで送ること。 

「家計状況確認用エクセルデータ」はエクセルデータで、「源泉徴収票など所得証明書類コピー」

は写真データまたは PDF ファイルで送ること。 

「留学願」と「長期海外研修申込書」と「留学支援制度奨学金への応募について」は各自様式をダ

ウンロードするか印刷したものを用意して、下記 A か B の方法で完成させること。 

A：ワードファイルに入力し完成させ、ワードファイルで送る。顔写真はデータで貼り付けしてく

ださい。それができない場合は、授業開始後に写真を国際交流センターまで持参することをメー

ル本文にお書きください。印鑑は、授業開始後に持参して押印する。 

B：ワードファイルに入力したものを印刷するか手書きで完成させ、スキャナーでスキャンして

PDF ファイルで送る。（カメラで当該書類を撮影し、写真データにしたものは不可です。） 

 

＊よくある質問 

 Ｑ：「留学の動機」と「学習計画」の違いは何ですか？どう書けばいいですか？ 
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Ａ：→「留学の動機」はどうしてこの提携校のこの留学を志望しようと決心したのかの動機を

書いてください。 

  例：「私は高校生のころから韓国文化に興味があり、○○大学は学習環境が・・・」 

→「学習計画」は概ね時系列にこういう学習をしていきたいというプランを書いてください。

留学前、留学後も含めて書いてもいいです。 

例：「留学前はランゲージカフェを利用して中国語のスピーキングを・・・・。留学中は１年

間を前期、夏休み、後期、冬休みの４つの時期に分けて・・・・。留学後は中国語の検定試

験ＨＳＫ受験時まで対策の問題集を・・・」「留学前に英語検定のテキストを利用して、準２

級レベルの文法事項を復習し・・・、留学中はクラスメイトとも積極的に交流し・・・」 

 

Ｑ：韓国語・中国語を学習したことがありませんが、韓国・中国語圏への長期留学は希望できま

すか？大学によっては英語による授業が充実しているので関心があります。 

Ａ：当該言語の学習歴がない方は韓国・中国圏への留学資格がありません。アジア圏の交換留学

は当該国の言語を学ぶ方のための提携です。台湾の静宜大学や韓国のカトリック大学に英語

の勉強を目的とした留学はできませんので、英語を学びたい方は英語圏への留学に申し込ん

でください。 

 

Ｑ：２０２２年度後期ではなく、２０２３年度前期からの留学を希望しています。今回の期日に

留学願書をもう提出してもいいですか？ 

Ａ：２０２３年度前期からの留学願書は次回２０２３年度前期留学希望者を対象とした留学説明

会時に必要書類と提出期日をアナウンスします。よって、今回の２０２２年度後期留学願書

の期日にはまだ提出しないでください。 

 

Ｑ：ＧＳ学科の学生です。アドバイザーの教員名がわかりません。 

Ａ：下記のリストにて確認してください。 

学年 クラス ＧＳ学科アドバイザー名 

１年 Ａ 山田恵 

Ｂ セバスティアン・マスロー 

２年 Ａ 高橋早苗 

Ｂ 熊谷治子 

３年 Ａ 小形美樹 

Ｂ 賈軍 

 

② ２０２２年３月中旬～４月：学内面接  

③ ２０２２年４月：各学科会議等で審議。選考結果発表 

④ ２０２２年４月～：留学・渡航手続き開始。その後の手続き等は、留学先大学の指示によります。 
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2. 留学先で修得した単位の認定 

帰国後、現地大学発行の成績証明書や修了書を、速やかに本学国際交流センターに提出すること。下記

のように受講科目・授業時間数等をもとに所属学科で審議し、教務委員会および教授会で単位の認定

を行う。 

・留学中に取得した単位は、上限４２単位まで専門科目の単位に一括認定されます。 

・単位が認定されている科目はその単位数で、語学センターの科目は、授業時間で３０時間につき２

単位で単位計算を行ないます。（語学センターでの受講期間と受講時間がわかる英語での証明書を提出

ください） 

 

3. 長期留学者の帰国後の科目履修 

帰国後の本学の履修登録は、アドバイザー・所属学科教務委員等と相談の上、行うこと。（留学中に履

修できなかった必修科目や資格に必要な科目については、帰国後に履修すること。） 

 

4. 注意事項 

① 留学の目的をはっきりと持ち、留学中に何を学びたいのか計画を立てること。 

② 留学先で困らないように、出発前に可能な限り語学力を高めておくこと。 

③ 長期留学者は、派遣先への出願や学生ビザ取得の際に「銀行預金残高の証明書」が必要となる場合

があるので、留学資金の確保についてスポンサー（保護者等）とよく相談しておくこと。 

④ 長期留学者は、出発前に保護者同席でガイダンスを実施します。 

 

5. 学内問い合せ先 

 仙台白百合女子大学 国際交流センター 

 〒981-3107 

仙台市泉区本田町６番１号 

 Tel. 022 − 374 − 5232（直通）      e-mail  exchange@sendai-shirayuri.ac.jp 



年   月   日 

仙台白百合女子大学 

学長  矢口 洋生先生 

 

留 学 願  

 

学科：             学年： 

アドバイザー名： 

      学籍番号： 

       氏名： 

 

 

 下記の期間、（            ）大学への留学を希望しますので、

ご許可いただきますようお願いいたします。なお、「留学の動機」と「学習計画」

を添付いたします。 

尚、留学期間は２ヶ月ごとにレポートの提出と帰国後は留学終了レポートを 

提出致します。 

記 

 

留学期間：     年度 前期・後期から     年度 前期・後期まで 

 

以上 

学  長 日 付 

 

 

 

 

学 部 長 日 付       

      

  事務局長  教務課長 学生課長 会計課長 国際交流長 

学 科 長 日 付  日付   / 日付   / 日付   / 日付   / 日付   / 

        

        

 



長期海外研修申込書 

 

国名    ： 

大学名  ： 

留学期間：半年・１年  

(どちらかに○をつけてください) 

ふりがな 
氏      名 

  

国籍 

 

 

 

出身高校 

 

 

 

生 年 月 日 西暦        年   月    日生    出発時年齢    歳 

所   属               学科 学籍番号    
学年 

（出発時）
  

現 住 所 〒                        

住 所                                             

自  宅 T E L                                  

携 帯 電 話 TEL                                                   

携帯メールアドレス                                                         
 

※通常、国際交流センターからのメールでの諸連絡は、本学メールシステムのアドレス 

（各自の学籍番号＠sendai-shirayuri.ac.jp）へ送付しますので、ご留意ください。 

パスポート 

 

パスポート記載(もしくは記載予定)のローマ字氏名 

姓   名 

  □取得済み 旅券No.                  

発行年月日：西暦    年  月  日   有効期限：西暦   年  月  日  

□未取得 （パスポートの取得を各自行ってください。）                
               

保 護 者 ふりがな 

氏   名 

 

              ㊞ 
続柄  

緊 急 連 絡 先 

  

ふりがな 

氏   名 
              続柄  

〒            

住 所                                             

連 絡 先 T E L                                   

連絡先メールアドレス                                                         

申込書記入日 西暦        年   月   日 

 
＊個人情報の取扱いについて 
参加申込書の個人情報は連絡のために使用させていただくほか、運送・宿泊機関等の手配及び手続きに 

必要な範囲内で使用させていただきます。ただし、法令等に基づく開示請求、強制処分があった場合、 

または生命等の保護に必要と判断した場合には、必要な範囲内で開示等行うことがあるのを同意の上申込みください。 

仙台白百合女子大学 
国際交流センター 

ＴＥＬ ０２２－３７４－５２３２  ＦＡＸ ０２２－３７４－５０８１ 
ｍａｉｌ ｅｘｃｈａｎｇｅ＠ｓｅｎｄａｉ－ｓｈｉｒａｙｕｒｉ．ａｃ．ｊｐ 

写真貼り付け 

 

40mm×30mm 

受付番号 ※記入不要 
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２０２２年度 留学の手引き（英語圏） 

仙台白百合女子大学・国際交流センター 

（２０２２年１月２１日作成） 

 

 仙台白百合女子大学は、英語圏では以下の大学と留学に関する提携を結んでいて、本学に在籍したまま

提携校への留学が可能である。提携校以外の大学に留学する場合は休学扱いとなる。 

 

【１】留学先： 

2022 年度後期留学願書受付の対象かどうかは別紙リストで確認してください。 

① 協定校 ベネディクティン・カレッジ（アメリカ・カンザス州） 

  Benedictine College 

  1020 North 2nd Street 

  Atchison, KS 66002, USA 

    Tel. 1-800-467-5340  URL http://www.benedictine.edu/ 

 1859 年創立。ベネディクト修道会の精神に基づいたカトリック系の私立リベラルアーツ校。東京の白

百合女子大学とも提携している。メディアの調査では「教授との親密性、整えられた環境、優れた教育プ

ログラム」などの点で全米大学トップ５％の評価を受けている。美しく整えられたキャンパスからは、雄

大なミシシッピ川を見渡すことができる。アメリカ人学生と同室でキャンパス内の大学寮に滞在でき、ア

メリカのキャンパスライフを体験できる。全員への独自の奨学金（半期 US$5,000、年間 US$10,000）

が授業料納入時に支給される。（英語力次第で現地の学生と同じ授業を受講することが可能。） 

 

② 協定校 カリフォルニア大学リバーサイド校（アメリカ・カリフォルニア州） 

  University of California, Riverside（UCR）University Extension 

  1200 University Avenue, Riverside, CA 92507, U.S.A. 

  Tel. 1-951-827-4346   URL  http://www.iep.ucr.edu/ 

 10 のキャンパスから成るカリフォルニア大学機構のひとつ。学生数約 17000 名。リバーサイド市は、

仙台市の国際姉妹都市。ロサンゼルスの東 70 キロに位置しており、周囲には多くの観光地あり。英語教

育プログラムはアメリカ No.1 との定評がある。2008 年に本学と協力校提携締結。（受講できるのは英語

関連科目のみ） 

 

③ 協定校 ヴィクトリア大学（カナダ・ブリティッシュ・コロンビア州） 

  University of Victoria（UVIC）Division of Continuing Studies 

  PO Box 3030 STN CSC Victoria BC V8W 3N6, Canada 

    Tel. 1-250-472-4644   URL  http://www.uvcs.uvic.ca/ 

 カナダのウエストコースト、バンクーバー島の南端に位置し、街の美しさと治安の良さは有名。カナダ

の名門大学のひとつ。英語教育プログラムには定評があり、外国人留学生受け入れはカナダで最大規模。

担当教員は、全て同大の卒業生である。学生数約 18000 名。2008 年に本学と協力校提携締結。（受講で
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きるのは英語関連科目のみ） 

④ 姉妹校 セントポール大学マニラ校（フィリピン・マニラ市） 

この大学への留学を希望している学生は、別途ご相談ください。 

 

⑤ 協定校 ニューサウスウェルズ大学（オーストラリア・ニューサウスウェルズ州シドニー市） 

  University of New South Wales (UNSW)  Institute of Languages 

  UNSW Institute of Languages, Sydney, NSW 2052, Australia 

  Tel. 1-61-2-9385-5396   URL  http://www.languages.unsw.edu.au 

 1949 年に州・連邦両政府によって創設された国公立大学。大学の附属の英語学校（UNSW GLOBAL）

で受講。約 4 万人の学生が学ぶ広大なメインキャンパスは、シドニー中心部から 20 分の距離にあり、素

晴らしい環境に恵まれている。UNSW の卓越した教育と革新的な研究は世界から注目されており、積極

的な国際化の促進は国内外から高い評価を得ている。（受講できるのは英語関連科目のみ） 

 

⑥ 協定校 エディンバラ大学（英国・スコットランド） 

     The University of Edinburgh  English Language Teaching Centre 

   Office of Lifelong Learning, College of Humanities and Social Science 

 Paterson's Land, Holyrood Road, Edinburgh EH8 8AQ, Scotland  

Tel: +44(0)131 650 6200 Email: eltcinfo@ed.ac.uk  

URL   www.ed.ac.uk/english-language-teaching 

英国スコットランドの首都エディンバラにある、1583 年に設立された大学で、世界のトップ 20 に入る

ほどの名門国立研究大学として知られている。学部生約 2 万人、大学院生約 1 万人の学生が学んでいる。

（受講できるのは英語関連科目のみ） 

 

【２】留学資格： 

 ２０２２年度に２年次以上に在籍する学生。語学条件として前年度の英語科目の成績が成績評価係数で

２．３０以上（３点満点）の者、もしくは学内選考において派遣するに支障がない英語力を有すると認め

た者。*大学側で応募者の成績を確認の上算出しますので、本人による係数提示不要。なお、カリフォル

ニア大学リバーサイド校とベネディクティン大学とエディンバラ大学への出願を希望する者は TOEIC５

００点以上を取得済み、もしくは各大学への出願までに必ず TOEIC５００点以上を取得するようにして

ください。もし、TOEIC に替えて TOEIC ５００点以上相当に該当する他の語学テストで取得した結果

を提出したい場合は、国際交流センターまで早めに申し出てください。また、これからベネディクティン

への出願を希望する方は、直近で２０２３年８月からの留学になります。８月からの留学における先方で

の出願受付締め切りが４月初めの予定につき、学内用留学願書は前期留学者向けに設定されている期日ま

でに同様に揃えて「２０２３年度後期」からの長期留学希望を記載の上、願書を後日提出ください。 

 

【３】留学中に仙台白百合女子大学に支払う２０２２年度の学納金・諸費： 

在籍中と同じ金額を納めます。 
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【４】仙台白百合女子大学からの留学給付金： 

留学給付金として、仙台白百合女子大学から 300,000 円が給付されます。 

（フィリピンは 150,000 円。） 

 

【５】留学先で修得した単位の認定： 

帰国後、現地大学発行の成績証明書を、速やかに本学国際交流センターに提出すること。受講科目・授業

時間数等をもとに所属学科で審議し、教務委員会および教授会で単位の認定を行う。現地で取得した英語

関連科目は専門科目の単位として一括認定される。BC で体育・音楽・美術などの科目を履修した場合は

共通科目の単位として振替可能。ただし認定単位は合計で 42 単位が上限となる。 
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別紙資料 各大学に 1 年間留学する際の費用の概算 

 

 

 ＢＣ ＵＣＲ ＵＶＩＣ ＵＮＳＷ ＵＥ 
受講可能な科目 英語力に応じて一

般の授業も受講可 
英語関連科目 英語関連科目 英語関連科目 英語関連科目 

要求される英語力 英語関連科目のみ
受講の場合必要な
し 
 

－ 
 

－ 
 

－ 
 

－ 
 

学期 
（留学期間） 
 
 

４月からの留学は
不可 
８月中旬～ 
５月中旬、 
または８月～１２
月 

４月／９月から
半年、または１年 

４月／９月か
ら半年、また
は１年 

４月／９月か
ら半年、また
は１年 

４月からの留
学は不可 
９月～６月、 
または９月～
３月 
 

滞在 寮（２人部屋） 寮（ELC に所属
する外国人専用） 
*ホームステイは
現在利用不可 

ホームステイ ホームステイ ホームステイ 

１
年
間
の
費
用
（
授
業
料
等
は
値
上
が
り
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
） 

出願料 無料 US$200 CA$150 AU$150 無料 

授業料 US$31,830 US$14,800 
 

CA$16,300 約
AU$19,338 
（50 週で計
算） 

￡11,250  

諸費用 約 US$600 
 

US$6００ 
 

CAD$1,903 
 

－ 
 

－ 
 

部屋・食事代 
 

約 US$10,500 
（食事含む、９ヶ
月の場合） 

約 US＄11,720 
(内訳：手配料
$200、相部屋の
場合寮費は
＄7,920、 
食事は含まれな
いので最低限の
食費として月額
＄３００×1２ヶ
月＝US$3,600
を加算） 

CA$12,900 
(手配料含む) 

AU$15,310 
（50 週で計
算、手配料含
む） 

￡8120 
（40 週の場
合) 
（朝食、週 4
回の夕食付き
の場合で計算） 

書籍代 約 US$800 
 

約 US$1,000 約
CA$1,000 

別途 別途 

健康保険料 別途 US$2,000  
 

諸費用に含む AU$540 
(1 ヶ月 45$) 
 

別途 

合計概算 US$43,730 
BC からの奨学金
支給後は
$33,730 
 

US$30,320 CA$32,253 
 

AU$35,338 
 
 

￡19,370 
 
 

※上記費用以外に、ビザ取得に関わる費用、往復航空券代、学研災留学保険料、留学生危機管理サービス

OSSMA 会費、食事のない日の食事代、お小遣い、現地空港送迎費用等が必要になります。 

※セントポール大学への留学費用の目安は２人部屋の寮滞在の場合１年間で４１４，０００ペソに 

 なります。 

先方で現在プログラムの

提供を中止しているので、

2019 年時の内容を記載し

ています 



補足）長期留学の費用について

①アメリカ　ベネディクティン大学　

＊直近で2023年度後期からの留学（8月入学）になります

https://www.benedictine.edu/

単位：ＵＳＤ

Tuition
２セミスター（秋学期＋春学期）の授業
料３１,830ドルから先方での本学から
の学生に適用する奨学金１０,０００ド
ルを差し引いた金額

21,830

Room、Board and Meals
２人部屋の寮の予定、食事付き　＊冬休み期間は通常寮は閉鎖される

２セミスター滞在時の概算 10,500

Potentioal Fee
諸経費の見込み

２セミスター分の概算 600

合計 32,930

よくある質問

Ｑ　いつまでに何のお金をどのように支払いますか？

A　以下の流れになる予定です。

公式ページ

費用（この他に、航空券代等の往復交通費、学生ビザ申請料、学研災留学保険料、留学生危機管理サービス
OSSMA会費、有料の場合の現地で参加するアクティビティ代、テキスト代、個人で自由散策する際の費用など
がかかります）

２セメスターの場合 （最新の情報はまだ公表されていないので、2022年秋学期と2023年春学
期の例をもとに計上）

①
オンラインフォームを入力し出願後、先方で受領されたら「Next Step E-mail」が学生のメールアカウントに送
付がある。デポジット３５０ドルを支払うためのリンク先が提示される。
↓
②
デポジット３５０ドルをクレジットカードで支払う。
↓
③
デポジットの支払いの完了を先方で確認後、オンラインでのHousing Application の案内がある。
↓
④
１セミスターごとに授業料を支払う。請求書は授業開始の１ヶ月前までに（秋学期分は７月１日、春学期分は１２
月１日）オンライン上での学生アカウントに送付される。支払い期限は授業開始日まで（秋学期は８月１日、春学
期分は１月１日）に行う。オンラインでのクレジットカード払いが推奨されているが、海外送金も可。授業料にベ
ネディクティン大学からの奨学金を授業料を減額した金額が請求される。
↓
⑤
寮費は現地入り後に直接支払う。



補足）長期留学の費用について

②アメリカ　カリフォルニア大学リバーサイド校

https://www.extension.ucr.edu/

https://www.ucr-iv.com/　（寮のページ）

単位：ＵＳＤ

Application Fee 一律 200

Program Fee (Intensive English) 4週間 1,950

授業は１クォーター（４・６・１０週間から選択）ごとの履修です。 6週間 2,925

出願時に求められる語学レベルは「Low Intermediate」以上 １０週間　 3,700

Student Service Fee 1クォーター 150

Medical Insurance 1クォーター 500

Housing Placement Fee 一律 200

１ヶ月　Studio Apartment（９ヶ月以上滞在の場合） 1,340

１ヶ月　Single Occupancy （９ヶ月以上滞在の場合） 1,312

１ヶ月　Double Occupancy （９ヶ月以上滞在の場合） 660

*ホームスティは現在UCRで提供していません。ホームスティの提供再開の
時期は未定です。

１泊　Studio Apartment （２２週間～９ヶ月以下の滞在の場合） 50

１泊　Single Occupancy （２２週間～９ヶ月以下の滞在の場合） 48

1泊　Double Occupancy  (22週間～９ヶ月以下の滞在の場合） 29

参考算出例：

単位：ＵＳＤ

Application Fee 200

Program Fee (Fall Quarter １0週間 3700　＋　Winter Quarter １0週
間 3700 ＋ Springl Quarter １0週間 3700＋　Summer Quarter １0週
間 3700)

14,800

Student Service Fee　４クォーター 600

Medical Insurance ４クォーター 2,000

Housing Placement Fee 200

International Village Apartments １２ヶ月　Double Occuoancy 7,920

合計 25,720

よくある質問

Ｑ　いつまでに何のお金をどのように支払いますか？

A　以下の流れになる予定です。
①
専用ポータルサイトでのオンラインフォーム入力時に、出願時の支払い（出願料２００ドル）を行なうためのクレジットカード情報欄に当該情報を
入力する。
↓
②
フォームが受理されたら、①の支払いが当該クレジットカードよりチャージされる。
↓
③
入学許可書と請求書等の書類が郵送される。開講の３０日前を期限として履修する一番目のプログラムの授業料全額を請求書のとおり支払う。伴う
Medical InsuranceとStudent Services Feeの支払も併せて請求がある。（Ｉ－２０受領時に事前に請求金額が記載された書面が渡されます。）
専用ポータルサイトでのクレジットカード払いもしくは海外送金で支払う。
↓
④
入学許可書を受領できる見込みがたったら、International Village Apartmentsの入居申請を行う。申し込みフォーム入力時に宿泊先手配料２００
ドルの支払を行うためのクレジットカード情報欄に当該情報を入力する。
↓
⑤
先方でフォームが受理されたら、④の支払いが当該クレジットカードよりチャージされる。
↓
⑥
現地入りし、International Village Apartmentsのオフィスに寮費を支払う。毎月ごともしくは一括での全納も可能。
↓
⑦
履修する二番目以降のプログラムはそれぞれ開講の３０日前を期限として各授業料の全額を、専用ポータルサイトでのクレジットカード払い、もし
くは、現地のオフィスにて直接支払う。

９月より約１２ヶ月 Intensive Englishを受講する場合の費用概算。（＊202３年の情報はまだ公開になっていないので、前年の当該プログラムの
費用を計上。）

プログラムの各授業期間は下記を参考にしてください。2023年のスケジュールはまだ公表されていません。

公式ページ

費用（この他に、食事代、航空券代等の往復交通費｟空港への出迎えサービスはUCRで提供していません｠、学生ビザ申請料、学研災留学
保険料、留学生危機管理サービスOSSMA会費、有料の場合の現地で参加するアクティビティ代、テキスト代、個人で自由散策する際の費
用などがかかります）

Housing: International Village Apartments
＊食事は含まれません。外国人専用の寮です。Studio ApartmentとSingle
Occupancyは一人部屋（寝室と浴室が個室）、　Double Occupancy （2
人～５人で寝室と浴室を共有）の中から選択できます。各部屋のレイアウト
や共有部分の詳細は公式ページで確認してください。



補足）長期留学の費用について

③カナダ　ヴィクトリア大学

https://continuingstudies.uvic.ca/elc/programs/fees-dates

単位：ＣＡＤ

Application Fee 一律 150

Housing Placement Fee 一律 300

Tuition&activities

Student Service Fee (health insurance/bus pass/gym
pass含む）

１ヶ月（一か月以上滞在の場合） 1,050

参考算出例：

単位：ＣＡＤ

Application Fee 150
Housing Placement Fee 300
Tuition&activities
（ELPI September 12週間 4250＋ ELPI January 12週間　4250＋
ELPI April 12週間　4250＋ELPI Summer  9週間　3550)

16,300

Student Service Fee
（ELPI September １２週間　505＋ELPI January 12週間　505＋ELPI
April 12週間　505　＋ELPI Summer  9週間　388 ）

1,903

Homestay 12ヶ月 12,600

合計 31,253

よくある質問

Ｑ　いつまでに何のお金をどのように支払いますか？
A　通常は以下の流れになります。
（お金の単位はカナダドルで約８５円です。）
①
願書が先方で受理されたら、出願時の支払い（出願料、履修する全プログラムの件数分のデポジット、ホームス
ティ申し込み料）をクレジットカードで支払う
↓
②
履修する一番最初のプログラム開講５週間前に、履修する一番最初のプログラムの残りの授業料が自動的に当該
クレジットカードよりチャージされる
↓
③
渡航後、ホームスティ先に現金でスティ代を一ヶ月ごとに直接支払う
↓
④
履修する二番目のプログラム開講５週間前に、履修する二番目のプログラムの残りの授業料が自動的に当該クレ
ジットカードよりチャージされる。（三番目以降のプログラムは以下同じ）

-------------
①の詳細
願書のフォームに以下３点の支払いが必要な旨の記載があります。
（カナダドルは約８５円です）

・150ドル　出願料
・350ドル　１つのプログラムの授業料に対してのデポジット
（当該授業料の１部としてカウントします）
・300ドル　ホームスティ希望者の申し込み代

通常は、願書での支払い方法はクレジットカード払いを選択します。願書がＵＶＩＣに受理された後、数日後、
上記支払いのカード決済必要なＵＲＬのリンク先の記載があるメールが、出願者の個人アドレスに宛て送られて
きます。そのメールにアクセスして各自支払いをすることになります。保護者名義のカードでもご本人のカード
でもどちらでも使用可能ですが、当該クレジットカードの限度額は必ず事前に確認してください。特段変更しな
い限りこのカードで②記載の残りの授業料も自動的に引き落としになりますので、「利用限度額オーバーにより
決済ができない」ということがないように、今後の支払いに対して限度額がボーダーの方は、適宜カード会社に
連絡して限度額を上げてもらうなど対策を事前に講じてしてください。あるいは、クレジットカード以外の支払
い方法を検討したい場合は申し出てください。

-------------

③の詳細
ホームステイ料金は、一ヶ月１０３４ドルです。一ヶ月に満たない月は、一泊３２ドルで計算されます。

下記の「Fees & Dates」のページにアクセスして、プログラムや期間や費用等は自分でも必ず確認してください。

費用（この他に、航空券代等の往復交通費、学生ビザ申請料、学研災留学保険料、留学生危機管理サービスOSSMA会費、オプ
ションで参加する有料の場合のアクティビティ代、テキスト代、個人で自由散策する際の費用などがかかります）

公式ページのとおり

公式ページのとおり

Homestay
（公式チェックイン日とチェックアウト日は公式ページのとお
り。スティ先による空港出迎えつき。３食つき。＊食料をスティ
先が準備し本人が料理する場合も含む）
*前泊・延泊希望の場合は本人がスティ先と可否を直接交渉する
こと。一泊3５カナダドル。

９月初旬、約１２ヶ月 Intensive English Program (ELPI)を受講する場合の費用概算（＊202３年の情報は公式ぺージでまだ公開
になっていないので、前年の当該プログラムの費用を計上。）
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２０２２年度 交換留学の手引き（中国語圏） 

仙台白百合女子大学・国際交流センター 

（２０２２年１月２１日作成） 

 

仙台白百合女子大学は、中国語圏では以下の大学と交換留学に関する提携を結んでいます。これによ

り、本学に在籍したまま提携校への留学が可能です。（提携校以外の大学に留学する場合は、休学扱い

となります。）交換留学制度を利用すると、本学に授業料を支払うことにより、現地での授業料等の支

払いは免除されます。 

 

【１】留学先： 

2022年度後期留学願書受付の対象かどうかは別紙リストで確認してください。 

  交換留学協定校 静宜大学（台湾・台中市）  

Providence University 

200, Sec.7,Taiwan Boulevard,Shalu Dist.,Taichung City 43301 Taiwan 

Tel 04-2632-8001 ex.11562  http://oia.pu.edu.tw 

台中市にあるカトリック系の男女共学の私立大学。外国語文学部、人文社会科学部、理工学部、経

営学部、コンピューター情報学部の 5つの学部を備えた総合大学で、学生数は約 10,000人。充実した

大学院プログラムを擁しており、中国語教育、教員養成、人文教育、ボランティア学習、外国語の 5

つの専門センターも運営している。 

 

交換留学協定校 開南大学（台湾・桃園市） 

Kainan University 

No.1 Kainan Road,Luzhu Shiang,Taoyuan 33857, Taiwan 

Tel 886-341-2500 ex.3602  http://www.knu.edu.tw 

桃園県蘆竹郷にある私立大学。桃園県蘆竹郷は台湾西部における交通の要衝として近年急速に開発

が進んでいる。商学部、運輸観光学部、情報学部、人文社会学部、健康福祉学部の 5 つの学部備えて

おり、学部学生数は約 9,000人。健康学福祉学部を除いた 4つの学部の大学院を擁している。 

 

交換留学協定校 山西大学（中国・山西省太原市）  

Shanxi University 

No.92 Wucheng Rd., Taiyuan, Shanxi province, 030006 China 

Tel: 0351-7010255  http://www.sxu.edu.cn/ 

山西省の首都、太原市にある総合大学で、中国で最も伝統ある国立大学の一つ。68 の学部を有し、

特に光学と科学技術哲学が国家重点学科に指定されている。学生数は約 17,000 人で、約 3割が大学院

生。 
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交換留学協定校 山西大学商務学院（中国・山西省太原市） 

Business College of Shanxi University 

Taiyuan-Yuci Highway. Taiyuan, 030031 China 

Tel 0351-7942416  http://www.sxdxswxy.com 

山西大学と同様、太原市にある。2001年に山西大学から独立してできた私立大学。学生数は約 14,000

人で、法律・経済・商務・外国語など 13 学部 49 学科を備えている。新設大学なので、留学生住居な

どの施設が整っている。 

 

【２】留学資格： 

２０２２年度に２年次以上に在籍中の学生。語学条件として前年度の中国語の成績が成績評価係数で

２．３０以上（３点満点）の者、もしくは学内選考において派遣するに支障がない中国語力を有する

と認めた者。*大学側で応募者の成績を確認の上算出しますので、本人による係数提示不要。 

各大学とも年間２名の交換留学制度です。希望者多数の場合には中国語の成績順で選考し、同じ成績

の場合は選抜試験を実施します。なお、静宜大学は出願要件として「ＧＰＡのスコアが２．５以上（４

点満点）」と設定しているため、これを下回る場合は、静宜大学に応募書類を送付する際、本学からの

推薦書を添えて先方での選考を検討してもらうことになる。 

 

【３】留学を決めるにあたって： 

・授業料：留学中、仙台白百合女子大学の学納金・諸費を納めることにより、留学先大学での支払い

はありません。 

・宿舎：寮滞在＜静宜 約 TWD23,600/半年(電気代含む)、開南 約 TWD15,000~18,000/半年(電気代

込みで徴収の寮と別途徴収の２通りの寮あり)、山西大学 無料、山西商務学院 無料＞ 

・上記費用以外に、ビザ取得に関わる費用、往復航空券代、学研災留学保険料、留学生危機管理サー

ビス OSSMA会費、テキスト代、小遣い等が必要となります。 

・滞在期間：半年または１年 
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２０２２年度 交換留学の手引き（韓国） 

仙台白百合女子大学・国際交流センター 

（２０２２年１月２１日作成） 

 

仙台白百合女子大学は、韓国圏では以下の大学と交換留学に関する提携を結んでいます。これにより、

本学に在籍したまま提携校への留学が可能です。（提携校以外の大学に留学する場合は、休学扱いとな

ります。）交換留学制度を利用すると、本学に授業料を支払うことにより、現地での授業料等の支払い

は免除されます。 

 

【１】留学先： 

  交換留学協定校 釜慶大学校（韓国・釜山市）人文社会科学部   

Pukyong National University, College of Humanities & Social Sciences 

  599-1 Daeyon 3-Dong, Nam-gu, Pusan 608-737  KOREA 

  Tel. 051-620-6710    URL  http://www.pknu.ac.kr/eng/ 

韓国第二の都市、釜山にある国立の総合大学。特に地球環境と海洋生物学の分野の研究では、韓国

トップクラスといわれている。キャンパスは地下鉄に隣接しており、生活に便利な環境である。また、

留学生会館は釜山港を見下ろすモダンな高層建築で、素晴らしい羨望でも知られている。 

 

交換留学協定校 韓国カトリック大学校（韓国・富川市、ソウル市） 

The Catholic University of Korea 

43-1 Yeokgok 2-dong, Wonmi-gu, Buncheon-si, Gyeonggi-do 420-743 KOREA 

Tel. 02-2164-4817    URL  http://klec.catholic.ac.kr 

首都ソウル近郊に 3 つの総合キャンパスを有する、韓国で最も伝統ある 4 年制総合大学の一つ。神

学部と医学部以外の、人文・社会学・自然科学の各学部や教育課程は、すべてソウル郊外富川市の聖

心キャンパスに集中している（本学からの交換留学生もこのキャンパスの寮に滞在）。生活環境、学習

環境ともに恵まれた場所で、外国語教育に定評がある。 

交換留学協定校 誠信女子大学校（韓国・ソウル市） 

Sungshin University 

Woonjung Green Campus, 44 Dobong-ro76 Ga-gil 

Gangbuk-gu, Seoul 142-732 KOREA 

Tel 02-920-2014  URL  http:/www.sungshin.ac.kr 

ソウル市にある大学で、4年制の女子大学に加え、共学の大学院を持つ私立の総合大学。学部生と大

学院生をあわせた学生数は約 13,000人。キャンパスはソウル市内の交通の便の良い場所にある。日本

の東京女子大学や学習院女子大学を含む 23カ国約 120の大学と協定を結んでいる。 
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【２】留学資格： 

２０２２年度に２年次以上に在籍中の学生。各大学とも年間２名の交換留学制度です。語学条件とし

て前年度の韓国語の成績が成績評価係数で２．３０以上（３点満点）の者、もしくは学内選考におい

て派遣するに支障がない韓国語力を有すると認めた者。*大学側で応募者の成績を確認の上算出します

ので、本人による係数提示不要。希望者多数の場合には韓国語の成績順で選考し、同じ成績の場合は

選抜試験を実施します。 

＊誠信女子大学校への留学者は、B 型肝炎ワクチン接種が必須となります（集団予防接種は皆様が子

供の頃には課せられておりません）。B型肝炎ワクチン接種は３回接種で１回目→４週間後２回目→５

～６ヶ月後３回目です。少なくとも２回目までの接種を終えて接種証明書（日本語可）を、渡航前に

誠信へ提出することになります。本来であれば３回目まで完了している方が望ましいので、渡航前に

３回目の接種が間に合うように誠信への留学希望者は春休みの早いうちに自分で医療機関に予約を取

り B 型肝炎ワクチン接種の１回目を行ってください。現在、入国後の自主隔離を伴うことから韓国入

りの指定期間が派遣先によって定められ、早い時期の渡韓が求められることが想定されます。２０２

１年度後期の韓国留学者（カトリック大学）は７月下旬が渡韓の指定期間でした。 

 

３】留学を決めるにあたって： 

・授業料：韓国留学中、仙台白百合女子大学の学納金・諸費を納めることにより、留学先大学での支

払いはありません。 

・宿舎：寮滞在 

（釜慶：１学期間２人部屋３食光熱費付きの場合約２，０００，０００ウォン、カトリック：１学期

間３人部屋の場合約１,５００,０００ウォン、誠信：１学期２人または３人部屋の場合約１,５００,０

００ウォン） 

 ・上記費用以外に、ビザ取得に関わる費用、往復航空券代、学研災留学保険料、留学生危機管理サー

ビス OSSMA会費、テキスト代、小遣い等が必要となります。 

・滞在期間：半年または１年 
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日本学生支援機構（JASSO）「2022 年度海外留学支援制度（協定派遣）」奨学金について 

 

＜応募要件 *JASSO による採択可否決定前につき予定です。JASSO による周知内容を反映してあらため

て決定後に後日周知します。＞ 

 

支給対象候補者は、派遣期間の開始日が 2022 年度（2023 年 3 月 31 日まで）である本学の学生で、以

下に掲げる要件を全て満たす者とする。 

 

①日本国籍を有する者又は日本への永住が許可されている者（特別永住者を含む） 

 

②学業成績が優秀で人物等に優れており、かつ、JASSO が定める方法で求められる前年度の成績評価

係数が 2.30 以上（3.00 満点）である者。 

 

※成績評価係数の算出方法は次ページをご覧ください。GPA とは異なります。大学側で応募者の成績

を確認の上算出しますので、学内応募時での本人による係数提示不要。 

 

③経済的理由により、自費のみでの派遣プログラムへの参加が困難な者 

 

※JASSO が実施する 2022 年度第二種奨学金(貸与型)在学採用の家計基準を目安とし、その基準を越え

ない者を優先とします。目安は、下記 JASSO ウェブページで公表されていますので、参考にしてくだ

さい。 

 JASSO の HP＞奨学金>奨学金の制度(貸与型)>採用基準>在学採用の奨学金の基準 

 

④派遣プログラム参加にあたり、必要な査証を確実に取得し得る者 

 

⑤留学期間終了後、本学に戻り学業を継続し、本学を卒業し学位を取得する者 

※退学・除籍の予定がある者は、要件を満たしません。 

 

⑥派遣先大学等への留学にあたり、他団体等（本学及び派遣先大学等を含む）から留学のための奨学金

（渡航に係る費用及び返済が必要な貸与型奨学金や学資ローンは含まれない）を受ける場合、当該奨学

金等の支給月額（複数の団体等から受ける場合は合計金額の月額換算額）が、本制度による奨学金月額

を超えない者 

 

※本制度以外の奨学金等を受ける際、奨学金等支給団体側が、本制度の奨学金との併給を認めない場合

があるので、ご注意ください。 

※JASSO が実施する「第一種・第二種奨学金」（貸与型）との併給は可能です。 

※JASSO が実施する国内の奨学金「給付奨学金」との併給は認められません。留学期間中の給付を停

止する場合は、学生課に申し出て、停止手続きを（「異動願」の提出）をとってください。 

 

⑦外務省の「海外安全ホームページ」上の「レベル２：不要不急の渡航を止めてください。」以上に該
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当する地域以外に派遣される者 

  → 追記：2021年度は JASSO より別途要件を満たす場合レベル２以上の国・地域への派遣でも奨学金の支
給を認める旨の通知が 6 月 15 日付でありました。派遣期間が 9 ヶ月以上の学生が対象です。2022
年度も同様の適用になるのかは追ってお知らせします。 

 

⑧本制度の奨学金受給対象者に採用された場合、本学での成果検証のための派遣前後のアンケートと外

部語学試験の受験、帰国後の意識調査や進路調査に協力できる者 

 

＜支援内容＞ 

１）奨学金月額 

派遣先の国・地域により異なります。留学期間中に支給される本学の提携校留学での奨学金月額は下記

のとおりです。 

 

甲地区 ８万円（ベネディクティン・UCR・ヴィクトリア・エディンバラ） 

乙地区 ７万円（UNSW・セントポール大学マニラ校/イロイロ校/ドゥマゲッティ校/ 

釜慶・韓国カトリック・誠信） 

丙地区 ６万円（静宜・開南、山西、山西商務） 

 

２）渡航支度金 

渡航に関する必要な経費として、国・地域問わず３２万円 

経済的に困窮している派遣学生で、下記の一定の家計基準を満たしている者が対象です。 

家計支持者の所得金額（父母双方等複数いる場合は全員分）が以下の条件を満たすこと。家族構成は問

いません。 

 ⇒給与所得のみの世帯：年間収入金額（税込）３００ 万円以下 

 ⇒給与所得以外の世帯：年間所得金額（必要経費等控除後）２００万円以下 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

［成績評価係数の算出方法］ 

 下記の表により「成績評価ポイント」に換算し、計算式に当てはめて算出する。 

（小数点第 3 位を四捨五入） 

 

 成績評価 

5 段階評価（本学の場合） S A B C F 

成績評価ポイント 3 3 2 1 0 

 

計算式 

 (評価ポイント 3 の単位数×3)＋(評価ポイント 2 の単位数×2)＋(評価ポイント１の単位数×1)＋(評価ポイント 0 の単位数×0) 

総登録単位数 

 

＊履修した授業について単位制を採らない場合は、科目数をすべて単位数に置き換えて算出すること。 
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<応募方法＞ 

応募希望する学生は、必ず要件を確認し、所定の書類を申し込み期限３月１日（火）正午まで、留学願書

一式と併せて国際交流センターへ提出すること。 

 

申請希望チェック用チャートの結果により、要提出物が異なります。チャートにより自分が記載の A～D

のどれに該当するかチェックし、国際交流センターへ所定の書類を提出する。A は応募希望なしにつき提

出書類はありません。国際交流センターのメール宛先は、exchange@sendai-shirayuri.ac.jp です。 

・B、C、D の応募者全員共通：「2022 年度留学支援制度奨学金への応募について」（所定様式） 

・D の方のみ：「家計状況確認用エクセルデータ」（所定様式、必ずメールにてデータで送ること） 

・D の方のみ：上記エクセルデータの金額を入力する際に使用した源泉徴収票など所得証明書類コピー 

 

D の方への補足説明 

エクセルファイルの「シート１」「シート２」（シートが分かれています）の両方に現在の状況の入力を

お願いします。入力にあたっては、配布の「入力参考用」を必ずご一読ください。もし、兄弟姉妹がい

てこの３月に学校を卒業する方がいて、４月以降と身分が変わる場合は、参考としてその情報をメール

本文に（例：弟が中学を３月に卒業し、自宅から私立高校に４月進学予定）お書きください。 

それから「シート１」の給与所得・給与所得以外の金額を書く欄は２０２１年（令和３年）の源泉徴収

票等をもとに記入してください。その源泉徴収票をカメラで撮影して、写真データでメールに添付で送

付するか、コピーを紙で提出してください。 

 

 



JASSO
海外留学
支援制度
奨学金を
希望する

いいえ はい

希望しないので、提出書類
なし

JASSOの
貸与第二種の
家計基準を満
たしている

いいえ
はい（該当の有無を判断でき
ない方はこちらを選択）

希望する旨と受給/申請中で
ある奨学金名（例：貸与第
一種）を伝えること。なお、
JASSO給付奨学金受給者にお
いては併給は不可のため、
留学支援制度奨学金の採用
が決まった場合は、学生課
にJASSO給付奨学金の停止願
いの提出が必要です。

現在、JASSO
の貸与・給付
奨学金を

受給/申請中
である

はい

希望する旨と貸与第二種の家計基準に該当する旨
を伝えること。

家計状況を確認しますので、別途添付の「家計状
況確認用データ」を「入力時参考」を見ながら、
入力して、①入力エクセルデータと、②金額を入
力する際に使用した源泉徴収票など所得証明のコ
ピーの写真データ 以上２点を指定された期日ま
で別途提出すること。コロナ禍の影響で家計が急
変しており、家計急変後の所得見込みの金額で取
り扱いたい学生は申し出てください。

希望する旨と、貸与第二
種の家計基準に該当しな
い旨を伝えること。採用
にあたっては、家計基準
該当者が優先されますが、
該当しない学生も申請可
能です。

いいえ

A

B

C
D

JASSO海外留学支援制度への申請希望をお伺いします



2021 年度 JASSO 海外留学支援制度奨学金への応募について 

 

氏名  

学籍番号  

派遣先大学名  

留学期間（半年/１年）  

本書記入日 ２０２１年    月    日 

 

私は、JASSO 海外留学支援制度奨学金への応募を希望しますので、以下のとおりお伝えします。 

 

＜以下の４つから該当するどれかに必ずチェックを入れること＞ 

 

□現在、JASSO の貸与奨学金を受給/申請中です。 

 →奨学金名を記入。（例：貸与第一種）                        

 

□現在、JASSO の給付奨学金を受給/申請中です。 

 →奨学金名を記入。（例：給付奨学金）                                                          

  ＊併給は不可のため、留学支援制度奨学金の採用が決まった場合は、学生課に JASSO 給付奨学金

の停止願いの提出が必要です。  

 

□JASSO で実施する奨学金は受給/申請していません。貸与第二種の家計基準には該当しません。 

  ＊貸与第二種奨学金の家計基準を越えない者が優先的に採用されます。  

 

□JASSO で実施する奨学金は受給/申請していません。貸与第二種の家計基準に該当すると思わ

れますので、期日までに所定の家計基準確認用データと所得証明書類のコピーを提出します。 

 

＜渡航支度金の家計基準を満たす者だけ以下にチェックを入れること＞ 

□JASSO 海外留学支援制度奨学金支給対象候補者に決定した場合、渡航支度金（国・地域問わず

32 万円）の申請も希望します。要項記載の家計基準（給与所得のみの世帯：年間収入金額 税

込 300 万円以下、給与所得以外の世帯：年間所得金額 必要経費等控除後 200 万円以下）を満

たしています。奨学金支給対象候補者に決定後に、指定される所得証明書類の原本を期日まで

に提出します。 

 









留学に係わる JASSO 奨学金における他の奨学金との申請可否取り扱いについて 

 

あなたの JASSO 奨学

金の受給状況（申請

中、申請予定含む） 

給付型： 

海外留学支援制度奨学金（協

定派遣） 

申込期限：2022 年度後期留

学者は、３月１日（火）正午

（厳守）です。留学願書の書

類と一緒に所定の必要書類

を提出してください。 

＊少なくとも2021年度は留

学期間が半年の者は派遣先

所在地がレベル１以下でな

いと JASSOから承認されず

支給されない扱いでした。 

貸与型： 

第二種奨学金（短期留学） 

 

申込期限： 

2022 年度後期留学者の場合

は、４月２２日（火）です。担

当は学生課になります。希望

者は学生課まで申し出てくだ

さい。 

何も受給していない 申請可能 

＊貸与第二種奨学金の家計

基準を越えない者が優先的

に採用されます。 

申請可能 

貸与第一種奨学金 申請可能 申請可能 

＊審査は併貸与用の学力基準

および家計基準で行われま

す。 

貸与第二種奨学金 申請可能 ×併貸与不可  

現在受給中の貸与第二種奨学

金（限度額月額 12 万円）の増

額を必要であれば学生課に問

い合わせてください。 

給付奨学金 

 

×併給不可 申請可能 

補足；貸与第一種海外

留学支援制度（協定派

遣）採用者専用 

派遣先がレベル２以上であ

る現在、海外留学支援制度

（協定派遣）の採用者でな

いと認められないことをご

留意ください。 

派遣先がレベル２以上である

現在、海外留学支援制度（協定

派遣）の採用者でないと認め

られないことをご留意くださ

い。 

 


