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みなさんの留学には様々な目的（語学力向上・異文化体験・専門分野の研究・インターンシップ等）があ
ると思います。まずはみなさんが留学でどのような目的を達成したいか考えてみてください。その上
で、留学先や留学の期間、留学に必要な費用等を考えてください。詳しくはSTUDY ABROAD2022
の内容または国際交流センターHPを確認し、分からないことがあれば、気軽に国際交流センターに相
談してください。

本学では、本学独自の奨学金制度【返還不要】を設けています。
例えば、海外短期語学研修プログラムに参加すると、5万円（アジア圏）又は7.5万円（欧米圏）の奨
学金が支給されます。長期留学プログラム（交換留学に限る）に参加すると、月額5万円が支給され
ます。

〒734-8558 広島市南区宇品東一丁目1-71　
電話 082-251-9607　 FAX 082-251-9781　
E-Mail：puh-ie-s@pu-hiroshima.ac.jp
https://www.pu-hiroshima.ac.jp/site/kokusaikouryu/
上記リンクより＞国際交流センター紹介＞海外留学を参照ください！

学科/コース 学科/コー
ス



春学期入学：2月～3月頃開始
→前年7月頃に応募を締め切ります。

秋学期入学：8月～9月頃開始
→1月頃に応募を締め切ります。

オースティン・ピー州立大学 ★
ハワイ大学ヒロ校 ★
ハワイ大学マノア校
ヒューストン大学ビクトリア校 ★

カセサート大学 ★
キングモンクット工科大学トンブリ校 ★
コンケーン大学 ★
ブラパー大学 ★
アジア工科大学院 ★

★は長期留学派遣先
2022年3月31日現在

世界15か国・地域 39校 

ムハマディア大学ジュンブル校 ★

●夏季休業中のプログラム
　5月～6月頃にかけて、募集を行います。

●春季休業中のプログラム　
　10月～12月頃にかけて、募集を行います。

●留学の決定と準備
【留学開始の2ヶ月～5ヶ月前】
●学内審査と本学の許可
●留学先への必要書類の提出
●留学先からの受入許可
●ビザ等の取得
●航空券の手配
●海外旅行保険の加入
●奨学金申請（交換留学に限る）
●渡航前オリエンテーションの参加

STEP
3

マレーシア国民大学 ★
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カンタベリー大学
（ニュージーランド）

①約35万円
②約45万円

各クラス
5名程度

西南交通大学
（中国）

8月～9月
（約2週間)

8月～9月
①約2週間
②約4週間

①約35万円
②約45万円

短期語学研修（短期留学）は，夏季・春季休業期間中に１週間～１ヶ月、海外の大学に留学し、主に語学を学修するプログラムです。
主に語学を学びますが、異文化体験や学生交流等を体験することが可能です。

長期留学プログラムは、県立広島大学と協定締結している海外協定校へ３ヶ月以上１年以下、留学するプログラムです。交換留学
と協定校留学があります。いずれも本学へ在籍したまま留学することが可能です。

現在、欧米圏では 5 校の交換留学対象校があり、その他アジア圏には多くの交換留学先があります。
派遣期間は１学期間（約４ヶ月）または２学期間（約８～10ヶ月）です。

交換留学のメリット
１．留学先への授業料納付が免除（本学への納付）
２．返還不要の奨学金制度あり（月額５万円）※審査あり
３．専門を学ぶため、単位互換がしやすい※審査あり

交換留学先例

留学期間中の授業料納付は留学先へ納付となり、その間の本学への授業料納付が免除されます。対象校は以下 3 校です。

アメリカ ・オースティン・ピー州立大学(テネシー州)、ヒューストン大学ビクトリア校（テキサス州）

イギリス

フィンランド

ポーランド

韓国

中国・台湾

インドネシア

タイ

・アルスター大学（北アイルランド）

・東フィンランド大学（クオピオ／ヨエンスー）

・シリージア工科大学（グリヴィツェ）

・ソウル市立大学（ソウル）

・西南交通大学（四川省）、西安交通大学（陝西省）、大連民族大学（遼寧省）、世新大学（台北）等

・インドネシア教育大学（バンドン）、アンダラス大学（パダン）等

・カセサート大学(バンコク)、コンケン大学（コンケン）等

マレーシア ・マレーシアイスラム科学大学、マレーシア国民大学

国・地域名 留学先大学（拠点）

カナダ 約3.5か月～１年

イギリス

アメリカ ハワイ大学ヒロ校（ハワイ島ヒロ市）

ランガラ大学（バンクーバー）

ミドルセックス大学（ロンドン） ２学期間

１学期間／２学期間

国名 留学先大学（所在地） 派遣期間

協 定 校 留 学

交 換 留 学

短期留学や長期留学の詳細情報・募集要項は国際交流センター HPに掲載しています︕   

HPリンク＞海外留学＞長期留学 or 短期海外研修をクリック︕ 

長期留学プログラム

https://www.pu-hiroshima.ac.jp/site/kokusaikouryu/   

●海外・留学初心者向け
●引率あり
●日本に関心をもつ現地学生との交流
●他国の大学生とのレベル別合同クラス
●ホームステイ　

●本学唯一の中国語研修プログラム
●現地学生との交流あり
●学生寮
●本学のみのクラス

●海外・留学初心者向け
●引率あり
●日本に関心をもつ現地学生との交流
●他国の大学生とのレベル別合同クラス
●ホームステイ　

下記内容は2022年3月時点のものであり、新型コロナウイルスの影響等により、今後、変更されることがあります。

オースティン・ピー州立大学
（アメリカ）

8月～9月
（約2週間) 7.5万円 中級～上級 10名約40万円

●派遣先大学の学部授業への参加（見学）
●現地学生との交流が充実
●アメリカのスポーツ（試合）観戦
●ホテル滞在
●本学のみのクラス

①なし
②5万円

ソウル市立大学
（韓国）

8月
①約1週間
②約2週間

初級～中級①約15万円
②約20万円

7.5万円 スタートアップ
～上級 なし

5万円 初級～中級約20万円

チェンマイ大学
（タイ）

8月～9月
（約3週間) 5万円 中級～上級 4名

10名

約24万円

●本学唯一の韓国語研修プログラム
●他国の大学生とのレベル別合同クラス
●現地学生との交流が充実
●学生寮

●本学唯一の就業体験付プログラム
●英語の発音やプレゼンに特化した授業
●現地学生との交流あり
●ホテル滞在
●本学のみのクラス

カンタベリー大学
（ニュージーランド）

2月～3月
①約2週間
②約4週間

7.5万円 スタートアップ
～上級 なし

ランガラ大学
（カナダ）

●日本の他大学（3大学）とのレベル別合同クラス
●学内外のアクティビティが充実
●多国籍の文化を体感
●ホームステイ

2月～3月
（約1ヶ月間） 7.5万円 初級～上級 なし約45万円

シェフィールド大学
（イギリス）

●他国の大学生とのレベル別合同クラス
●午後も英語授業あり
●ホームステイ

2月～3月
（約1ヶ月間） 7.5万円 中級～上級 なし約50万円

研修先 特 徴費用概算 参加レベル 最少催行人数研修期間 奨学金

研修先 特 徴費用概算 参加レベル 最少催行人数研修期間 奨学金

※[英語]スタートアップ（初級）語学力の設定なし
　中級：ＴＯＥＩＣ４５０点以上　上級：ＴＯＥＩＣ５５０点以上
※費用（概算）は、奨学金支給前の金額です。
★２週間以上のプログラムは、奨学金支援対象です。
※最小催行人数に達しなかった場合は、プログラムが中止となる場合があります。

春

夏
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県広への
交換留学生を

見て交換留学に
興味をもつ

他学部のアジア系交換
留学生が多く衝撃を受ける
「自分は自分の学科を

やり切って帰国してみせる」

目標
①必ず4年間で卒業
②20代で海外就職

入学前 3年生1・2年生 4年生

※記載内容は2021年3月時点のもの

「もっと頑張ろうと思えた2週間」

「留学が教えてくれたこと」

「何ものにも代えられない経験」

「留学での経験が人生の財産に」

　私が留学をした主な理由は二つあります。一つ目は大学生活で経験を積みたかっ
たからです。大学生でいられる限られた期間の中で自分自身を成長させてくれる経
験を積むために留学を希望しました。二つ目は世界が広がると考えたからです。私は
留学を通して、コミュニケーション能力や行動力に自信が付きました。そして異文化
を知ることで発想力や発言力の大切さも知ることができました。
　カンタベリー大学の短期留学プログラムでは、自分に合った授業が受けられるた
め安心して語学を学ぶことができ、ホームステイ先での生活はとても楽しく充実した
ものとなったので貴重な経験ができました。
　これからも様々なことに挑戦し、英語力を高める努力をしていきたいです。

　中国語を第一言語として履修していたので、語学力をさらに磨くために参加を決
めました。留学中は、兵馬俑などの歴史的建造物を見たり、日本で見たことがない黒
いおかゆを食べたり、信号がないので車をよけながら道路を渡ったりなど、同じアジ
アでも日本と全く異なる中国の歴史や文化を体感することができました。語学面で
は、最初は現地の人と意思疎通がスムーズにできなかったり、同じ授業を受けている
他国の留学生達のレベルが高く、授業についていくのが大変だったりと、悔しい思い
もしました。
　留学後は、語学力を伸ばそうという意識がさらに高まり、目標としていた中国語検
定3級と、中国政府認定のHSK4級を取得することができました。

竹中　美琴
人間文化学部　国際文化学科　
海外短期語学研修プログラム
カンタベリー大学（ニュージーランド）
2020年2月　約2週間（1年生時）

小山　由羽
人間文化学部　国際文化学科
海外短期語学研修プログラム
西安交通大学（中国）
2018年9月　約2週間（2年生時）

　私は、語学だけでなく学科専門の授業も履修できるという点から、ハワイ大学
ヒロ校への留学を決めました。
　学部の授業では日本とは違い、ディスカッションやグループプレゼンテーショ
ン等のグループ活動が多く、現地の学生の中に混ざって授業を受けるのは本当に
大変でした。更に予習復習や課題もとても多く、毎日何かの課題に追われている
という生活を送っていました。しかしこのような経験を通して、「人生の中で一番
勉強した！」と自分を誇りに思え、自信に繋がりました。またハワイ大学は多様性
が豊かな大学で、この留学の中で様々な国出身の人々と知り合うことができ、仲
良くなれました。留学を通して様々な人と出会えたことは、自分の人生の中の財
産になったと思います。

　私の長期留学の動機は、韓国が好きという興味と留学への少しの憧れからでした。
どこか遠い存在と感じていた留学にあっさりと参加でき、自分でもできるんだと感じ
たのを今でも覚えています。
　授業は基本的に英語で行われ、韓国語と英語を勉強したかった私にぴったりでし
た。休日は、留学先の大学生のソウルメイトが企画したアクティビティに参加したり、
友人と観光やイベントに出かけたりしました。
　4ヶ月と私にとっては短い留学でしたが、韓国語が明らかに上達し、充実した留学
生活を送ることが出来ました。私は、韓国語を使う仕事には就きませんでしたが、面
接で留学での経験やチャレンジ精神を認められ、第一志望の会社に行くことが出来
ました。留学は何ものにも代えられない経験です。是非参加してほしいです。

足達　閑花
人間文化学部　国際文化学科
①海外短期語学研修プログラム
ランガラ大学（カナダ）
2018年2月　約4週間（1年生時）
②長期留学プログラム
ハワイ大学ヒロ校［米国（協定校留学）］
2019年8月～2020年5月（3年生時）

西田　梨乃
人間文化学部　国際文化学科
長期留学プログラム
ソウル市立大学
［韓国（交換留学）］
2019年2月～
　2019年6月（3年生時）

「私が異文化で学んだこと」

「英国で他学科への挑戦」
　私は、1年生の春季休暇にニュージーランドのカンタベリー
大学で2週間の語学留学をしました。その時に現地で学ぶ外
国人留学生の話を聞き、交換留学への挑戦を決意しました。
　アルスター大学では、観光学科を選択し学問の視野も広が
りました。文化や社会に限らず、マーケティングや経済などの
ビジネスについても学習したからです。当時、英国内で話題
だったEU離脱について討論できたこともよかったと思いま
す。また、今回の留学を通して、自身の勉強も変わりました。
英語の勉強から、英語での勉強に転換しました。
　この留学を通して、価値観や考え方を広げ、実力と自信を
つけることが出来ました。北アイルランドの友人と25歳にな
ったら再会しようと約束をしているので、それが私のキャリア
の原動力です。

　私は国際文化学科に所属しており、日本だけで異文化に触れることには限界があると入学前から感じて
いたので参加した。日本人ももちろんいたが、大半は中国人や白人なのでそこで醸成された日本とは大
きく異なる文化圏に自らの身を置き非常に有益な経験であった。
　私は留学する前に内定を得ていたので、特別留学が就職活動に影響しているわけではないが、日系企
業だが社内公用語が英語という特異な環境であるのでいい準備にはなったのではないかと感じている。

中川　みゆ
人間文化学部　国際文化学科
①海外短期語学研修プログラム
カンタベリー大学（ニュージーランド）
2019年2月　約2週間（1年生時）
②長期留学プログラム
アルスター大学［英国（交換留学）］
2019年7月～2020年5月（2年生時）

福田　悠介
人間文化学部　国際文化学科
長期留学プログラム
ランガラ大学［カナダ（協定校留学）］
2019年8月
　～2019年12月（3年生時）

NZの現地大学で工学を学ぶ留学生と出会う
→自分も挑戦したい

現地の学生と同じ授業を受けたい／
観光学面白そう

日本食期待
されるけど
私料理苦手

長期留学
したい !

留学の準備、留
学までの歩み

入学前 2年生1年生 3年生

TOEIC600～700点

1年春季休暇
NZへ2週間留学

2年前期
県立広島
大学で
履修

2年
7月～
8月

アルスター
大学で
英語

準備講座

2年9月～5月
アルスター大学

観光学専攻

3年5月～
県立広島大学復帰

就活開始

帰国後TOEIC900点達成IELTS 2度受験

３年 8－１２月
勉強しつつ遊ぶ留学生活

(勉強しつつ日本ではできない
遊びに重きを置く）

大学１年-２年
自分の語学力のなさに絶望

する（特にSpeakingは厳しい
/TOEICは600とか）

３年前期
留学準備

面接とかも忙しい

高校時代
「なんとなく国際系の

とこ行きたい＆
留学したい」

２年次 １２月
ランガラ大への長期留学申込

就活スタート

４年 １１月
コロナで海外に
行けなくなり
語学に対する

やる気も減るが、
何とかTOEIC８５５獲得

日本でできる準備は
やっておこう

（自分はスマホとかオーディオ等の
Tech系が好きなので

海外のYoutube動画を見てました）

留学の
お金貯めなきゃ
なぁ。。
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STUDY
ABROAD 2022

みなさんの留学には様々な目的（語学力向上・異文化体験・専門分野の研究・インターンシップ等）があ
ると思います。まずはみなさんが留学でどのような目的を達成したいか考えてみてください。その上
で、留学先や留学の期間、留学に必要な費用等を考えてください。詳しくはSTUDY ABROAD2022
の内容または国際交流センターHPを確認し、分からないことがあれば、気軽に国際交流センターに相
談してください。

本学では、本学独自の奨学金制度【返還不要】を設けています。
例えば、海外短期語学研修プログラムに参加すると、5万円（アジア圏）又は7.5万円（欧米圏）の奨
学金が支給されます。長期留学プログラム（交換留学に限る）に参加すると、月額5万円が支給され
ます。

〒734-8558 広島市南区宇品東一丁目1-71　
電話 082-251-9607　 FAX 082-251-9781　
E-Mail：puh-ie-s@pu-hiroshima.ac.jp
https://www.pu-hiroshima.ac.jp/site/kokusaikouryu/
上記リンクより＞国際交流センター紹介＞海外留学を参照ください！

学科/コース 学科/コー
ス


