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留学の流れ（事務手続き等）
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【内定後】
く情報収集＞
口留学計画や目的を明確にする
口履修計画を立てる

（指導教員・クラス担任・カリ
キュラム担当教員・エリア支
援室等に相談）

口資金計画
口語学レベルの確認

く準備・確認＞
□ パスポ ー ト、ビザについての

確認
口語学検定試験等の受験
口必要に応じて奨学金への応募

►

 

く公募の場合＞
口公表された公募要領等をよく読み、

応募書類を作成、提出
口内定を得る
口筑波大学（連絡調整責任者）より

留学先大学へ内定者として通知される

く公募以外の場合＞
口希望する留学先大学の連絡調整責任者
（もしくは問い合わせ先）に直接連絡
口指示のとおりに書類提出・面接等を行

い、内定を得る
口筑波大学（連絡調整責任者）より留学

先大学へ内定者として通知される

く学内手続き＞
□TRIP（筑波大学海外渡航システム）への入力
ロ「留学願」 「留学計画書」「日程表(TRIPより

出力）」 「受入（入学）許可書」を所属のエリ
ア支援室へ提出

D所属エリア支援室より「留学許可書」の受領
►

I 
□0SSMAへの加入
口学内の奨学金を受給する場合、学生交流課にて

必要な手続きを行う
く留学先大学での選考・手続き＞
口必要な書類や手続きを指示通りに準備、提出
口授業科目登録、学生宿舎の申請

（協定校により時期は異なる）
口留学先大学から「受入（入学）許可書」等を

受領

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••➔ 

【渡航準備】一 【留学中】
口航空券の手配
ロクレジットカ ー ド発行・留学先での

資金管理について検討
□現在の住居について検討

► 1 □現地での宿泊先、空港からの移動方
法の手配

口健康診断、予防接種
□海外留学保険等への加入
口外務省の「たびレジ」「在留届」の

登録
□海外安全危機管理について確認
□本学が実施する危機・管理セミナ ー

の受講

+ 

•海外安全危機管理対策を怠
bない。

・現地活動の報告
（プログラムによる）

・復路航空券の手配
（日程変更等が必要な場合）

+ 

靡

く公募主体となった事務局・連絡調整責任者へ＞
・帰国報告
・必要に応じて留学報告書を提出

く所属エリア支援室へ＞
・帰国報告
・帰国後1か月以内に留学に関する報告書及び成績証

明書を提出（学籍の異動）
・協定校で取得した単位を本学の授業科目の単位に互

換する場合、「単位認定申請書」を提出
→結果は後日受領する「単位認定通知書」で確認
※各様式等は所属支援室に確認。
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筑波大生のための海外留学情報ペーパー Go Abroad！ 2022.夏 

協定校一覧 

全学対象協定校 

①【SSC公募型】対象校
・Campus in Campus 学生交流パートナー校

エリア 国・地域 協定校 

アジア 台湾 国立台湾大学 

アジア マレーシア マレーシア工科大学

中南米 ブラジル サンパウロ大学

ヨーロッパ ドイツ ボーフム大学 

ヨーロッパ フランス ボルドー大学 

ヨーロッパ フランス グルノーブル・アルプ大学 

ロシア・NIS カザフスタン アルファラビ・カザフ国立大学

・その他
エリア 国・地域 協定校 

アジア インドネシア 国立アイルランガ大学 

アジア 韓国 弘益大学校 

アジア 韓国 漢陽大学校 

アジア 韓国 梨花女子大学校 

アジア 韓国 延世大学 

アジア タイ アジア工科大学院※院生のみ

アジア 台湾 国立政治大学 

アジア 台湾 国立台湾師範大学 

アジア 台湾 国立台北大学 

アジア 台湾 国立台湾体育運動大学 

アジア 台湾 国立交通大学 

アジア 台湾 国立清華大学 

アジア 台湾 輔仁大学 

アジア 台湾 国立成功大学 

アジア 台湾 東呉大学 

アジア 中国 中央美術学院 

アジア 中国 香港科技大学 

アジア 中国 西安交通大学 

アジア 中国 浙江大学 

アジア 中国 中国科学技術大学 

アジア 中国 華東師範大学 

アジア 中国 南開大学 

アジア 中国 厦門大学 

アジア 中国 吉林大学 

アジア ベトナム ホーチミン市医科薬科大学※院生のみ

アジア ベトナム ベトナム国家大学ハノイ校 

アジア ベトナム ベトナム国家大学ホーチミン校 

アジア ベトナム 交通通信大学 

エリア 国・地域 協定校 

オセアニア オーストラリア ジェームズクック大学 

オセアニア オーストラリア ディーキン大学 

北米 アメリカ カリフォルニア州立大学

北米 カナダ サスカチュワン大学

北米 カナダ ブリティッシュ・コロンビア大学 

北米 カナダ モントリオール大学

中南米 アルゼンチン ブエノスアイレス大学 

中南米 ブラジル ブラジリア大学 

中南米 ブラジル カンピナス州立大学

中南米 ブラジル サンパウロ州立パウリスタ大学

中南米 ペルー 国立サンマルコス大学 

ヨーロッパ 英国 エジンバラ大学

ヨーロッパ 英国 オックスフォード・ブルックス大学

ヨーロッパ 英国 シェフィールド大学

ヨーロッパ スペイン サラマンカ大学

ヨーロッパ チェコ カレル大学

ヨーロッパ ドイツ ケルン大学

ヨーロッパ ドイツ ボン大学 

ヨーロッパ ドイツ 
ブランデンブルク工科大学コットブス・ゼンフテンベ
ルク校

ヨーロッパ ドイツ マルティン・ルター・ハレ・ヴィッテンベルク大学

ヨーロッパ ドイツ ベルリン自由大学 

ヨーロッパ ドイツ ハンブルク大学

ヨーロッパ フランス パリ第八大学 

ヨーロッパ フランス パリ-サクレー大学 

ヨーロッパ フランス フランシュ＝コンテ大学

ヨーロッパ ベルギー ルーヴァン･カトリック大学

ヨーロッパ ポーランド ワルシャワ大学

ヨーロッパ ポーランド ヤギェウォ大学

アフリカ エジプト エジプト日本科学技術大学

アフリカ マラウイ マラウイ大学

※基本的に学群生・院生が対象

学生交流のある協定校については、スチューデントサポートセンター国際交流支援室ウェブサイトにて詳細
を確認できます！学生が履修可能な授業については、各協定校のページをご覧ください。 

SSC 公募型は、スチューデントサポートセ
ンター国際交流支援室で実施する協定校
留学の一括公募です。年 2 回（4 月と 11
月締切）の募集を予定していますが、全て
の対象校について毎回募集があるわけで
はありませんのでご注意ください。
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筑波大生のための海外留学情報ペーパー Go Abroad！ 2022.夏 

②【SSC 公募型】以外の全学協定校

（１）AIMS プログラム（東南アジアへの留学）
エリア 国・地域 協定校 

アジア インドネシア ガジャマダ大学 

アジア インドネシア スリウィジャヤ大学

アジア インドネシア パジャジャラン大学 

アジア インドネシア ビヌス大学 

アジア インドネシア ボゴール農科大学 

アジア カンボジア 王立農業大学 

アジア タイ カセサート大学

アジア タイ キング・モンクット工科大学トンブリ校

アジア タイ タマサート大学

アジア タイ チェンマイ大学

アジア タイ チュラロンコン大学

アジア タイ プリンスオブソンクラ大学 

アジア タイ メジョ大学

アジア タイ メーファールアン大学

アジア フィリピン セイントラサール大学

アジア フィリピン アテネオ・デ・マニラ大学

アジア フィリピン 聖トマス大学 

アジア フィリピン セントラルルソン州立大学

アジア フィリピン デ・ラ・サール大学 

アジア フィリピン フィリピン大学

アジア ブルネイ ブルネイ・ダルサラム大学 

アジア ベトナム トゥイロイ大学

アジア ベトナム ベトナム国家農業大学 

アジア マレーシア ウタラマレーシア大学

アジア マレーシア ケバンサアン・マレーシア大学

アジア マレーシア プトラマレーシア大学 

アジア マレーシア マラ工科大学

アジア マレーシア マラヤ大学

アジア マレーシア マレーシア科学大学

アジア マレーシア マレーシア・トレンガヌ大学

アジア ラオス ラオス国立大学

※基本的に学群生・院生が対象

（２）G-Nis⁺プログラム（ロシア・NIS 諸国への留学） 
エリア 国・地域 協定校 

ロシア・NIS アゼルバイジャン ADA 大学 

ロシア・NIS アルメニア ロシア・アルメニア・スラヴ大学

ロシア・NIS ウズベキスタン ウズベキスタン国立世界言語大学

ロシア・NIS カザフスタン ナザルバエフ大学

ロシア・NIS カザフスタン ユーラシア国立大学

ロシア・NIS カザフスタン カザフ国際関係外国語大学

ロシア・NIS キルギス カラサエフ記念ビシュケク人文大学

ロシア・NIS キルギス ジュスプ・バラサグン記念キルギス国立総合大学 

ロシア・NIS タジキスタン ロシア・タジク・スラヴ大学

ロシア・NIS トルクメニスタン トルクメニスタン国立アザディ世界言語大学

ロシア・NIS ベラルーシ ベラルーシ国立大学 

ロシア・NIS モルドバ モルドバ国立大学

ロシア・NIS ロシア サンクト・ペテルブルグ大学

ロシア・NIS ロシア モスクワ市立大学

※基本的に学群生・院生が対象

（３）筑波トランスパシフィックプログラム
（中南米諸国への留学）

エリア 国・地域 協定校 

中南米 コロンビア ロスアンデス大学

中南米 チリ チリ大学

中南米 ペルー ペルー・カトリカ大学 

中南米 メキシコ グアダラハラ大学 

中南米 メキシコ メキシコ大学院大学 ※院生のみ

※基本的に学群生・院生が対象

（４）その他の全学対象協定校
エリア 国・地域 協定校 

アジア タイ コンケン大学

アジア 韓国 韓国科学技術院 

アジア 中国 北京師範大学 

アジア 中国 北京大学 

アジア 中国 大連民族大学 

ヨーロッパ イタリア ミラノ工科大学

ヨーロッパ スロベニア リュブリャーナ大学

ヨーロッパ ドイツ バイロイト大学 

ヨーロッパ リトアニア ヴィリニュス大学 

ロシア・NIS ロシア ノヴォシビルスク国立大学

アフリカ チュニジア カルタゴ大学

アフリカ チュニジア チュニス・エル=マナール大学

※基本的に学群生・院生が対象

スチューデントサポートセンター国際交流支援室の
ウェブサイトでは、エリアごとに協定校を検索できる
ようになっています。

協定校ごとに、公募情報や問い合わせ先（連絡調整責
任者等のメールアドレス）が掲載してありますので、
留学の手続きや必要な流れを確認した上で、コンタク
トするようにしてください！

協定校一覧は 
こちらから 

留学手続は 
こちらから 
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学群間交換留学協定校 
エリア 国・地域 協定校 

〇人文・文化学群 

アジア 韓国 韓国外国語大学校 

アジア 韓国 啓明大学校 

アジア 中国 湖南大学 

アジア 中国 大連大学 

アジア 中国 上海外国語大学 

アジア 中国 澳門大学 

北米 アメリカ オハイオ州立大学

北米 カナダ プリンス・エドワード島大学 

中東 トルコ ボアジチ大学 

ヨーロッパ エストニア タリン大学

ヨーロッパ クロアチア ユライ・ドブリラ大学プーラ

ヨーロッパ ドイツ デュッセルドルフ大学 

ヨーロッパ フランス ボルドー・モンテーニュ大学 

ヨーロッパ フランス ボルドー政治学院 

ヨーロッパ ポーランド ビアウィストック大学 

ヨーロッパ ラトビア ラトビア大学

アフリカ エジプト アインシャムス大学

〇社会・国際学群 

アジア 韓国 啓明大学校 

アジア 中国 湖南大学 

アジア 中国 上海外国語大学 

アジア 中国 澳門大学 

北米 アメリカ オハイオ州立大学

北米 アメリカ ニューヨーク州立大学・オスウェゴ校

中東 トルコ ボアジチ大学 

ヨーロッパ エストニア タリン大学

ヨーロッパ フランス ボルドー・モンテーニュ大学 

ヨーロッパ フランス ボルドー政治学院 

ヨーロッパ ポーランド ビアウィストック大学 

ヨーロッパ ラトビア ラトビア大学

アフリカ エジプト アインシャムス大学

〇人間学群 

アジア インドネシア インドネシア教育大学

アジア 韓国 大邱大学校 

アジア 韓国 釜山大学校 

北米 アメリカ オハイオ州立大学

北米 アメリカ ニューヨーク州立大学・オスウェゴ校

北米 アメリカ 南インディアナ大学 

ヨーロッパ エストニア タリン大学

ヨーロッパ ドイツ ルートヴィヒ・マクシミリアン大学ミュンヘン

ヨーロッパ ラトビア ラトビア大学

〇生命環境学群 

アジア インドネシア バンドン工科大学 

アジア インドネシア リアウ大学

アジア 韓国 ソウル市立大学校

アジア カンボジア 王立プノンペン大学 

アジア 台湾 国立屏東科技大学 

アジア 中国 清華大学 

アジア 中国 浙江科技学院 

アジア モンゴル モンゴル生命科学大学

エリア 国・地域 協定校 

〇理工学群 

アジア 韓国 ソウル市立大学校

アジア タイ キング・モンクット工科大学ラートクラバン校

アジア 中国 四川大学 

オセアニア オーストラリア フリンダース大学

ヨーロッパ ドイツ デュースブルグエッセン大学 

ヨーロッパ フランス ポリテクニック・オー＝ド＝フランス大学 

〇情報学群 

アジア 韓国 釜山大学校 

アジア 中国 華中師範大学 

アジア 中国 上海図書館 

北米 アメリカ ルイジアナ州立工科大学

ヨーロッパ オランダ デルフト工科大学 

ヨーロッパ ドイツ シュトゥットガルト・メディア大学

ヨーロッパ フランス ポリテクニック・オー＝ド＝フランス 

ヨーロッパ フランス ベルフォール・モンベリヤール工科大学 

ロシア・NIS ロシア ロシア国立人文大学

〇医学群 

アジア インドネシア ウダヤナ大学

アジア 韓国 忠南大学校 

アジア タイ コンケン大学

アジア 台湾 高雄医学大学 

アジア 台湾 国立交通大学 

アジア ベトナム ナムディン看護大学

アジア モンゴル モンゴル国立医科大学

中南米 ブラジル サンタ・クルス病院

中南米 ブラジル サンパウロ大学リベロンプレイト校

北米 アメリカ イリノイ大学・シカゴ校

北米 アメリカ シェファード大学

北米 アメリカ 聖アンソニー看護大学 

北米 アメリカ 南インディアナ大学 

〇体育専門学群

アジア 韓国 漢陽大学校 

アジア 韓国 ソウル大学校

アジア タイ シーナカリンウィロート大学

アジア タイ チュラロンコン大学

アジア 中国 蘇州大学 

北米 アメリカ オハイオ州立大学

北米 アメリカ ハワイ大学マノア校

北米 カナダ ブロック大学 

ヨーロッパ イギリス ラフバラ大学

ヨーロッパ ハンガリー ハンガリー体育大学

アフリカ ケニア ケニヤッタ大学

アフリカ ルワンダ ルワンダ国立オリンピック・スポーツ委員会

〇芸術専門学群

アジア 台湾 国立台湾科技大学 

アジア 台湾 国立台湾芸術大学 

アジア 中国 中国美術学院 

アジア ベトナム ホーチミン市美術大学

ヨーロッパ イタリア フィレンツェ国立美術学院

ヨーロッパ オランダ アイントホーフェン工科大学

ヨーロッパ オランダ デルフト工科大学 

ヨーロッパ スウェーデン スウェーデン王立美術大学

ヨーロッパ スペイン バルセロナ大学 

ヨーロッパ フィンランド ヘルシンキ芸術大学 美術アカデミー

ヨーロッパ フランス ストラートデザイン大学

ヨーロッパ フランス ボルドー・モンテーニュ大学 
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研究群間協定校 

エリア 国・地域 協定校 

〇人文社会科学研究群 

アジア 韓国 韓国外国語大学校 

アジア 韓国 啓明大学校 

アジア 韓国 仁荷大学校 

アジア 中国 大連大学 

アジア 中国 上海外国語大学 

中南米 メキシコ メキシコ大学院大学

中東 トルコ ボアジチ大学 

北米 アメリカ ワシントン大学・セントルイス

北米 カナダ プリンス・エドワード島大学 

ヨーロッパ エストニア タリン大学

ヨーロッパ クロアチア ユライ・ドブリラ大学プーラ

ヨーロッパ ドイツ デュッセルドルフ大学 

ヨーロッパ フランス ボルドー政治学院 

ヨーロッパ フランス ボルドー・モンテーニュ大学 

ヨーロッパ ポーランド ビアウィストック大学 

ヨーロッパ ラトビア ラトビア大学

アフリカ エジプト アインシャムス大学

〇数理物質科学研究群 

アジア インド マドラス大学

アジア タイ キング・モンクット工科大学ラートクラバン校

アジア タイ プリンスオブソンクラ大学 

アジア 韓国 釜山大学校 

アジア 中国 四川大学 

ヨーロッパ オーストリア ウィーン大学

ヨーロッパ オランダ ユトレヒト大学

ヨーロッパ ドイツ デュースブルグエッセン大学 

〇システム情報工学研究群 

アジア 韓国 ソウル市立大学校

アジア 中国 華中師範大学 

アジア 中国 清華大学 

オセアニア オーストラリア フリンダース大学

北米 アメリカ ルイジアナ州立工科大学

ヨーロッパ フランス ポリテクニック・オー＝ド＝フランス大学 

ヨーロッパ フランス ベルフォール・モンベリヤール工科大学 

〇生命地球科学研究群 

アジア インドネシア バンドン工科大学 

アジア インドネシア リアウ大学

アジア 韓国 ソウル市立大学校

アジア カンボジア 王立プノンペン大学 

アジア 台湾 国立屏東科技大学 

アジア 中国 河北農業大学 

アジア 中国 西北農林科技大学 

アジア 中国 清華大学 

アジア 中国 中国地質大学 

アジア 中国 浙江科技学院 

アジア 中国 同済大学 

アジア 中国 鄭州大学 

アジア モンゴル モンゴル生命科学大学

ヨーロッパ オーストリア ウィーン大学

〇人間総合科学研究群（医学） 

アジア インドネシア KIBI インドネシア生命医科学団体 

アジア 台湾 国立交通大学 

アジア ベトナム 
ベトナム科学技術アカデミー・バイオテクノロジ
ー研究所 

アジア ベトナム ホーチミン市科学技術局

アジア ベトナム 熱帯生物学研究所 

アジア ベトナム ハノイ医科大学

アジア ベトナム ホーチミン市バイオテクノロジーセンター

アジア ベトナム フエ医科薬科大学

アジア ラオス ラオス健康科学大学

オセアニア オーストラリア ハリー・パーキンス医学研究所

北米 アメリカ 聖アンソニー看護大学 

北米 アメリカ 南インディアナ大学 

ロシア・NIS ベラルーシ ビテブスク国立医科大学 

〇人間総合科学研究群（人間） 

アジア インドネシア インドネシア教育大学

アジア 韓国 大邱大学校 

アジア 韓国 釜山大学校 

アジア 韓国 韓国教員大学校 

北米 アメリカ 南インディアナ大学 

ヨーロッパ ドイツ ルートヴィヒ・マクシミリアン大学ミュンヘン

〇人間総合科学研究群（芸術） 

アジア 台湾 国立台湾科技大学 

アジア 台湾 国立台湾芸術大学 

アジア 中国 中国美術学院 

アジア 中国 清華大学 

アジア ベトナム ホーチミン市美術大学

ヨーロッパ イタリア フィレンツェ国立美術学院

ヨーロッパ オランダ アイントホーフェン工科大学

ヨーロッパ フランス 国立工業工芸大学（パリ工科大学） 

ヨーロッパ スウェーデン スウェーデン王立美術大学

ヨーロッパ オランダ デルフト工科大学 

ヨーロッパ フィンランド ヘルシンキ芸術大学 美術アカデミー

ヨーロッパ フランス ストラートデザイン大学

ヨーロッパ フランス ボルドー・モンテーニュ大学 

ヨーロッパ ラトビア ラトビア大学

〇人間総合科学研究群（体育） 

アジア 韓国 漢陽大学校 

アジア タイ チュラロンコン大学

アジア タイ シーナカリンウィロート大学

アジア 中国 蘇州大学 

北米 米国 オハイオ州立大学

北米 米国 ハワイ大学マノア校

北米 カナダ ブロック大学 

ヨーロッパ イギリス ウースター大学

ヨーロッパ イギリス ラフバラ大学

ヨーロッパ ドイツ ドルトムント工科大学 

ヨーロッパ ドイツ ライプチッヒ大学

アフリカ ケニア ケニヤッタ大学

アフリカ 南アフリカ ヨハネスブルク大学

アフリカ ルワンダ ルワンダ国立オリンピック・スポーツ委員会

〇人間総合科学研究群（情報） 

アジア 韓国 釜山大学校 

アジア 中国 上海図書館 

北米 アメリカ ミシガン大学

北米 アメリカ ピッツバーグ大学 

ヨーロッパ オランダ デルフト工科大学 

ヨーロッパ ドイツ シュトゥットガルト・メディア大学

ロシア・NIS ロシア ロシア国立人文大学

対象となる専攻等に指定がある場合がありま
す。詳細はウェブサイトを確認してください。 
研究を主とする交換留学を希望する場合は、
ご自身で協定校の研究室（指導教員）に受け
入れを依頼する必要があります。 
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学⽣交流パートナー校

国⽴台湾⼤学

ボルドー⼤学
グルノーブル・
アルプ⼤学 ボーフム⼤学

アルファラビ・
カザフ国⽴⼤学

サンパウロ⼤学マレーシア⼯科⼤学

Campus-in-Campus

留学費⽤（JASSO奨学⾦）の⽀援CiC留学の特徴

CiC留学マイスター制度

科⽬ジュークボックス

⼈数制限なし！の授業料相互不徴収制度

Campus-in-Campus�(CiC)は、CiC協定を締結した海外のパートナー⼤学との間
で、共同研究や学⽣交流を通じてキャンパス機能を共有し、国境や機関の壁を越え
たトランスボーダーな教育研究交流を実現するための筑波⼤学独⾃の取組みです。
CiC学⽣交流パートナー校への交換留学は、筑波⼤⽣にとって、挑戦しやすい海外
留学としておすすめです。

通常の学⽣交流協定では、授業料相互不徴
収制度の適⽤⼈数には制限が設けられてい
ますが、CiC学⽣交流パートナー校との交
流には制限がなく、より多くの学⽣が交換
留学プログラムに参加できます。

応募について

【SSC公募型】に応募

・留学応募と同時にマイスターに申請
・留学中及び帰国後のタスクの達成に尽⼒
・マイスター認定者には認定証を授与

※CiC留学マイスター候補者から、JASSO奨
学⾦受給者が選考されます。

スチューデントサポートセンター国際交
流⽀援室が実施する【SSC公募型】に応
募してください。

授業科⽬を共有する仕組みである「科⽬
ジュークボックス」を活⽤することで、
留学前に⾃⾝の専⾨や関⼼に応じた授業
科⽬を検索しておくことが可能で�す。

筑波⼤⽣のための海外留学情報ペーパー Go�Abroad！2022.春
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【Go Abroad！】留学準備のための履修計画表

春学期 秋学期 春学期 秋学期
主専攻分野
（科目）

必要
単位数

1年次 2年次

専門

必修

選択

専門
基礎

必修

選択

留学に向けて
すべきこと

ライフプラン
就職活動
引退試合
論文 など

基礎

共通

必修

選択

関連 選択
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【Go Abroad！】留学準備のための履修計画表 

備考
春学期 秋学期 春学期 秋学期

（記入例）
　語学試験の受験
　希望協定校の決定
　応募（学内）

ノミネーション
学内手続き　　等

3年次 4年次
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留学相談 ライティング・ヘルプデスク

G-Chat English / G-Chat Japanese GOT CHAT 

City Chat Cafe 

Tsuku-Chat 

J-Chat～にほんごではなそ～
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