




I 交換留学制度 (6 ヶ月~1 年間） I 
留学はこれからの国際社会を生き抜いていくために必要な力をつける絶好の機会であり、貴重な経験となります。
できるだけ多くの皆さんにこの制度について知っていただき積極的にチャレンジしていただきたいと思います。

学生交流協定に基づき、本学の学生が海外の協定締結校へ留学し、
海外の協定締結校の学生も本学へ留学する制度が、交換留学制度
です。大阪教育大学では、海外13カ国・地域30校に留学することが
できます。大学間の協定に基づいた留学制度なので、次のような
メリットがあリます。

選考スケジュ ー ル
選考は年2回(11月と6月）あります。基本的に予定派遣期間が秋学期開始
(8月~10月）の大学は11月、春学期開始(1月~3月）の大学については、
6月にそれぞれ募集します。詳細については、国際室で配布している募集
要項をご参照ください。

<、 ン

●派遣先大学の授業料が免除されます。ただし、本学への授業料は納
める必要があります。

●各自の専門に応じて、開講されている科目の中から自由に選んで
履修できます。

●留学先の大学で取得した単位は、本学で認定されることがあり
ます。

●留学期間中は、身分上「休学」ではなく、「留学」の身分となります。
●短期派遣留学生に係る授業料免除制度が適用されます。これは、

本学協定校への短期派遣留学生（交換留学生）に対して、派遣開始
年度の後期授業料が免除される制度です。ただし、免除対象者は、
学内選考時の評価、給付型奨学金受給の有無及び留学期間等を
総合的に判断した順位付けに基づき、予算の範囲内で決定しま
す。 詳しくは、P.13「留学コラム」のページをご確認ください。

11月下旬

1月

2月～

7月

●募集開始

6月下旬 ●選考（面接）、推薦者の決定

7月 ●派遣留学生オリエンテーション

9月～ ●派遣先大学への申請手続き
●留学ビザの申請

12月 ●派遣留学生オリエンテーション

1~3月 ●派遣留学開始

四皿 2019年4月から、新たに認定留学制度が導入されました。
本学が留学協定を結んでいるカナダ・ビクトリア大学への留学、又はパー トナー シップ協定を締結しているJSAF (日本スタディ ・ アブロ ー ド・ファ
ンデー ション ）をとおして留学することで、留学先で取得した単位を本学の単位として申請することができます。これにより協定校のない国・地域
へも単位互換の可能な留学が実現できます。※単位認定されるためには諸条件があります。
詳しくはグロ ー バルセンタ ー教員または学術連携課国際室に問い合わせてください。

⑧韓国 ．．．ー・- . . . . . . . .... -
-, ●台湾

◎梨花女子大学 ◎全州教育大学 ◎国立高雄師範大学 ◎国立台北教育大学
◎大邸韓医大学 ◎公州大学 ◎国立台中教育大学 ◎国立台湾師範大学
◎ソウル教育大学 ◎忠南大学
◎清州教育大学 ◎釜山教育大学

●中国 ___J 
〇ベトナム

◎東北師範大学 ◎同済大学 ◎ハノイ大学
◎河北師範大学 ◎香港教育大学 ◎ホ ー チミン市師範大学
◎天津大学

◆ 2019年3月現在の情報です◆

グロ ー バルな感覚を磨くチャンスを活かそう！

1 語学研修・文化研修（短期研修）
大阪教育大学では、夏休みや春休みに海外の協定校での語学研修·文化研修を実施しています。
様々な内容のプログラムが用意されていますので、きっと素晴らしい体験ができるはずです。

ドイツ語学研修 アメリカLA語学・文化研修
ドイツ ・トリア大学のサマ ー コースに アメリカ西海岸の中心都市、ロサンゼ
参加し、ドイツ語とドイツ事情を学び ルスに近いビーチエリアに位置するカ
ます。コース初日にテストを受け、初級 リフォルニア州立大学ロングビー チ校
から上級(A1 ~Cl)のクラスに分かれ での 研修です。集中的な英語トレ ー ニ
ます。滞在はキャンパス内にある学生 ングと教育 ・ 芸術 ・ 娯楽等様々な「文化」

アメリカ語学研修・観察実習
自然豊かで大西洋に面したノ ースカ
ロライナ州の大学で生きた英語を学 
ぶ特別プログラムです。留学先は本学 
の協定校で、アメリカ南部の公立大学 
トップテンに入るノ ースカロライナ大

寮が提供されます。また、希望者は近 の最先端への接触を 通して 、"The
郊へのエクスカーションにも参加でき Beach"から世界への第一歩を踏み出
ます。 してください。

学ウィルミントン 校です。現地の小学 
校や中学校の見学や実習 も予定して
います。

四8月(1ヶ月程度） 匹8月中旬~9月中旬(5週間程度） 匹8月下旬~9月下旬(5週間程度）

フランス語学研修 オーストラリア（グリフィス） アメリカ語学研修・
フランス ・ リヨンカトリ ック大学で 語学研修 南西部地域研修
フランス語とフランス事情を学びま 自然豊かなオーストラリア ・ブリスベン メキシコと国境を接するアリゾナ州の
す。コース初日にテストを受け、初級 で5週間、ホームステイをしながら英語 アリゾナ大学の 附属英語学校で英語
から上級のクラスに分かれます。滞在 を学ぶプログラムです。研修先は、ブリ とアメリカの文化、歴史、自然について
はアパ ートが紹介されます。 スベンにある本学の協定校、グリフィス 学び、 現地の学校も訪問します。大学

大学です。 の授業の聴講もできます。滞在は学生
寮でアリゾナ大学の正規学生がル ーム
メートです。

匹9月(1ヶ月程度） 匹 2月~3月(5週間程度） 四2月~3月(4~5週間程度）

台湾文化研修 オーストラリア（クイー ンズ カナダビクトリア研修※
東アジア文明の交差点とも言える 台湾 ランド）語学研修 ビクトリア大学は 、ブリテ ィッ シュ ・

で文化研修を実施し、国際交流を学 自然豊かなオ ーストラリアで5週間 、 コロン ビア州の州都ビクトリアにある
ぶプログラムです。現地では文化研修 ホ ームステイをしながら英語を学ぶ 総合大学です。バンク ーバー 島の南端
や教育観察実習を行います。親日 的 プログラムです。研修先はオーストラリア に位置し、年間を通じた温暖な気候と
な台湾の学生たちと の交流を通じて、 全体の中でもトップレベ ル のクイ ーン 美しいキャンパスという環境 下で、
身近 ですが未知の世界を探求しま ズランド大学。国際色豊かなキャンパス 様々なニ ーズにあった英語プログラム
しょうC での生活を送ることができます。 を 提供し続けています。

匡3月(2週間程度） ms月下旬~9月上旬(1ヶ月程度） 匡Ir) 9月初旬~(lヶ月程度）
及び2月~3月 及び3月初旬~(1ヶ月程度）

疇アメリカ
ノースカロライナ州3大学コンソー シアム

◎イースト・カロライナ大学

諭ォ ーストラリア
◎グリフィス大学

◎ノース・カロライナ大学ウィルミントン校
◎ウエスタン・カロライナ大学

◎アリゾナ大学

◎カリフォルニア州立大学ロングビーチ校

9 カナダ
◎ビクトリア大学※交換留学ではありません。

◎クイーンズランド大学ICTE

ドイツ
◎トリア大学言語・文学・メディア学部
◎エアランゲン・ニュルンベルク大学

«J フランス
◎リヨン第3大学

韓国語•韓国文化体験研修
韓国語を学び、 韓国 の学校訪問や
文化を体験することを目的とした短
期研修です。学生は本学で所定の事
前講義を受講したうえで、本学協定
校であるソウル教育大学（ 韓国）に 滞
在します。韓国語 ・ 韓国文化を学ぶ傍
ら、同大学附屈学校等を訪問し、 現地
の教育現場を体験します。

匹9月初旬～中旬(2週間程度）

スイス・ジュネーブ大学研修

スイス の中でも国際色 豊かなジュ
ネーブで、世界大学ランキングでも上
位のジュネ ーブ大学において英語に
よる授業を受けながら、国際連合や
インタ ーナショナル ・スク ー ルを訪問
し、グロ ーバル な視野を広げる 研修で
す。現地の小学校見学もあります。

匡3月上旬～中旬(2週間程度）

�� スウェ ー デン
◎リンネ大学
........ 

フィンラ•ンド
◎オーボ・アカデミー大学

スイス
◎ジュネーブ大学

参ァイルランド
◎リムリック大学語学センター
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