
 

白鷗大学協定校交換留学プログラム 2023 
募集要項 

 
 

白鷗大学協定校交換留学プログラムは、留学生との学内交流等で、白鷗大学の学生が他国や他文化に興味を持つ
機会になることや、留学生から日本に住む楽しさや大変さを訊くことで、留学への意欲向上に繋がることを期待していま
す。また、国際交流活動を通して、留学生が活躍できる場を提供するための一つの取り組みとして、実施されています。 
 
留学期間・応募締切  
Academic calendar 2023–2024 

 春学期始まり 
半年コース 2023 年 4 月～2023 年 8 月 
一年コース 2023 年 4 月～2024 年 2 月 
――――---------------------------------------締め切り 2022 年 9 月 30 日 
秋学期始まり  
半年コース 2023 年 9 月～2024 年 2 月 
一年コース 2023 年 9 月～2024 年 8 月 
――――--------------------------------------締め切り 2023 年 3 月 20 日 

 
出願資格・求める人物像 

必ず、確認してください。 

☑白鷗大学に留学期間中すべてにわたって、在籍大学の学生であること。 

☑心身が健康であり、留学に際して支障がない者。 

☑充分な学業実績があること。 

☑大学において 4 学期（2 年間）または同等修了した。 

☑日本語を 4 学期（2 年間）または同等学習した（日常生活や旅行中に最小限必要な会話力がある）。 

☑累積 GPA3.0 以上（4 段階評価）である。 

☑交換留学生として、国際交流活動に積極的に活動する意欲のあること。 

 

授業料 

交換留学協定により、白鷗大学の授業料を免除します。 

 

応募・申請手続き 

①応募申請に必要な書類は下記の通りです。 

※No. 1, 2, 4, 5 の書類をエクセルデータで作成してください。 

No Application documents 
メール添付 郵送 

Email 

Attachment 
Postage 

1 個人情報 Personal Information ○Excel 
 

2 健康に関するアンケート  Medical Interview Sheet ○Excel 
 

3 留学計画書  Study Plan ○Excel or○ 

4 在留資格認定証明書交付申請書 

Application for Certificate of Eligibility 

○Excel 
 

5 経費支弁書  Letter of Paying Expenses (Original) 
 

○ 

6 学校からの推薦書 One letter of Recommendation 

from Applicant's University 

 
○ 

7 成績証明書  

Original or Certificate Copy of Academic Records 

 
○ 

8 顔写真のパスポートのコピー 

A Xeroxed copy of applicant's passport 

 
○ 

9 顔写真 3×４cm   Photograph（3 inch×4 inch） ○ ○ 

※留学計画書 (「Hakuoh Application Form」-Sheet .4）を手書きで作成した場合は、郵送 



 

②書類を在籍大学の担当者を通じて、白鷗大学へ締め切りまでにお送りください。 

（締め切りは、留学期間・応募締切を参照してください。） 

 

E メール送信先：global@ad.hakuoh.ac.jp 

郵送先住所  ：〒323－8586 栃木県小山市駅東通り 2-2-2 

白鷗大学国際交流サポートセンター 担当 水沼早希 

(Tel)+81-285-20-8162 (Fax)+81-285-20-8163 

 

③白鴎大学からみなさんの在籍大学へ「在留資格認定書」と「入学許可書」をお送りします。 

※必要に応じて、入国管理局から追加書類を要求されることがあります。 

※在留資格審査は法務省が行うため、不許可となった場合、大学が責任を負う事はできません。 

 

④在留資格許可認定書」と「入学許可書」が届いたら、必要な資料を持って、日本総領事館または日本大使館で 

 ビザの発給をしてください。 

 

授業 

履修登録は留学生オリエンテーションで行います。 

 

（参考）白鷗大学で履修できる科目 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

履修上の注意 

大学の正規授業の履修（または聴講）を希望する場合、Ｎ2 レベル以上の語学力が求められます。 

また、担当教員や教務委員会の承認を得た科目に限ります。 

正規授業には抽選や人数制限のある授業は履修できません。 

本学で取得した単位が認定されるかどうかは、所属大学の判断によりますので、履修申請前に確認してください。 

 

宿舎 

白鷗大学の寮に入居することができます。 

※部屋のクリーニング費用 10,000 円を来日後オリエンテーションでお支払いください。 

 

設備：1 人部屋、キッチン、ユニットバス、共有洗濯機、ベッド、冷蔵庫 

※シングルサイズの寝具を用意してください。（ベットパット、シーツ、毛布、枕など） 

※Wi-Fi はありません。 

 

その他の費用：電気・ガス・水道代・NHK 受信料 

※電気・ガス・水道代の支払いにはクレジットカードまたは電子マネーが必要です。 

日本で使用できるクレジットカードまたは電子マネーを準備してください。 

https://www.tepco.co.jp/ep/private/payment/payment06.html 

https://www.tepco.co.jp/ep/private/payment/payment16.html 

 

※一か月のその他の費用（電気・ガス・水道代）にかかる金額は 10,000 円程度です。みなさんの在留資格は「留

学」であるため、原則、アルバイトは認められません。経費支弁による仕送りまたは、留学前に留学にかかる資金を準

備してください。  

日本語 日本語初級 中級 上級 

 

日本文化 

日本事情（社会・経済）日本事情（生活・風土） 

日本事情（歴史・政治）日本事情（文化・文学） 

Life in Japan A  Life in Japan B 

英語 Volunteering and Management 異文化コミュニケーショ

ン論 異文化理解 経済英語 国際関係論 

https://www.tepco.co.jp/ep/private/payment/payment06.html
https://www.tepco.co.jp/ep/private/payment/payment16.html


 

 

宿舎費：免除 

※ただし、協定校交換留学生が白鷗大学学内外の国際交流活動に積極的に参加し、本学と協定校間の

交流を発展させることを目的とし、寮費 30,000 円を免除としております。交換留学生のみなさんには下記の

国際交流活動に参加することが求められます。 

 

留学生活等の

報告 

（月に 1 回） 

白鷗大学での留学生活についての留学報告書を提出する 

（文化、言語、授業、生活の違いなど） 

毎月 15 日までに国際交流センターに提出 

交流活動 

（月に 2 回） 

白鷗大学の学生と交流を深める 

（言語・文化交換活動、異文化紹介、大学紹介、ビデオ作成など） 

毎月第 3 木曜日 16：30～17：30 （予定） 

国際交流サポートセンター前又は Zoom 

 

その他の 

活動 

 

（一覧から２

～３つ選択） 

・小学校、中学校、高校訪問（自国の文化の発表） 

・運動部の試合観戦及び応援 

・日本語スピーチコンテスト参加 

・Language Commons 活動の参加（大行寺キャンパス） 

・ゼミナール活動の参加 

・母言語授業のサポート 

・通訳や翻訳のサポート 

 

修了式 

交換留学期間修了時に、修了証書が授与されます。 

また、交換留学生は必ず出席してください。 

 

白鷗大学関連サイト 

ホームページ           https://hakuoh.jp/ 

ホームページ（英語）  https://hakuoh.jp/english/ 

Facebook        https://www.facebook.com/hakuoh.international.information/ 

Instagram           https://www.instagram.com/890goglobal/ 

Twitter              https://twitter.com/HakuohKokusai 

 

交換留学問合せ先 

  何か分からないことがあれば、以下の連絡先へ連絡してください。 

 

白鷗大学国際交流サポートセンター 

E メール：global@ad.hakuoh.ac.jp 

LINE ：https://lin.ee/9hrSpHB 

 

https://hakuoh.jp/
https://hakuoh.jp/english/
https://www.facebook.com/hakuoh.international.information/
https://www.instagram.com/890goglobal/
https://twitter.com/HakuohKokusai
mailto:global@ad.hakuoh.ac.jp
https://lin.ee/9hrSpHB

