
2023秋派遣
海外交換留学プログラム

アカデミック・オフィス
(B棟1階)
TEL: 0977-78-1101 
outbound@apu.ac.jp

本日参加できない学生のた
め、プレゼンテーションを
録画します。録画には参加
者のスクリーンは表示され
ません。



SEA 紹介



海外交換留学とは (p.2)
ＡＰＵと学生交換協定を締結している大学へ授業料
相殺で1セメスター、または1年間留学する制度。

主な目的
言語運用能力を伸ばすことはもちろん、APU各学部
の学習内容を深化させるため、協定校で正課科目を
受講し、専門性を高めること。



申請から留学までのタイムライン
1回生 2回生 3回生 4回生

1セメ 2セメ 3セメ 4セメ 5セメ 6セメ 7セメ 8セメ

オプション

1 申請 ガイダンス
留学(1セメ)

留学(1年)

オプション

2 申請 ガイダンス
留学(1セメ)

留学(1年)

オプション

3 申請 ガイダンス
留学(1セメ)

留学(1年)

オプション

4 申請 ガイダンス 留学
(1セメのみ)



申請スケジュール(1次募集)

申請締切 11/3 (木) 14：00

面接対象者発表 11/17（木）

面接日程 11/29(火)、30(水)、12/1 (木)

最終結果発表 12月6日(火)

内定者ガイダンス(出席必須)
1回目：12月7日(水) 5限
2回目：1月25日(水) 6限



申請スケジュール(2次募集)

申請期間 12/6 (火) – 12/23 (金) 14：00

面接対象者発表 1/13（木）

面接日程 1/17 (火)、18(水)、19(木)

最終結果発表 1月24日(火)

内定者ガイダンス(出席必須)
1回目：1月25日(水) 5限
2回目：1月25日(水) 6限



申請条件(p.2)

1. 言語要件
2. GPA要件 (当該GAP/通算GPA)

-当該GPAが2.00以上であること
-通算GPA が各大学のGPA要件以上であること

3. 申請時2セメスター目から5セメスター目であること
4. 志望大学のある国/地域の国籍を所持していないこと
5. 申請締め切り日において在籍状態が「停学」でないこと



選考基準(p.2)
APUでの学業成績、英語能力を中心に、志望理由の兄
用を踏まえた総合的選考。
志望理由は主に以下の3点について評価
■目的意識・留学計画が明確であること。
■派遣国社会に溶け込むのに必要な適応性があり、自
らの力で留学生活における困難を乗り越える力と、そ
れに対する心構えを有していること。
■進路・就職に対する計画・意識が明瞭であること。



選考方法/ 選考対象となる大学 (p.2)
選考方法
提出書類に基づく選考
必要と判断された場合のみ面接を実施

選考対象となる大学
出願書類に記載された希望大学(第１希望～第3希望）
3大学全ての希望を記載することを強く推奨。



言語条件付内定(p.2-3)
A -派遣時の言語要件を満たさない状態で、学内選考を
通過した者. 
B -「派遣先の申請締切」までに期限が切れるスコアで
学内選考を通過した者.
C -授業で受験したGSEスコアで学内選考を通過した者

最終スコア提出期限:
「Nomination Deadline」の1週間前



補欠合格制度 (p.3)
募集枠を超える応募があった派遣先大学については、
各大学1名ずつ補欠合格者を選出します。補欠合格者は、
該当大学の合格者もしくは言語条件付き内定者の内定
が取り消しとなった場合、繰り上げで交換留学内定と
なります。
対象学生：第1希望から第3希望のいずれの希望大学に
も内定しなかった学生



補欠合格制度 (注意事項) (p.3)
・補欠合格者が繰り上げ内定するかどうかは、各セメスターの成績
発表後、もしくは各派遣先大学のノミネーション締切の1週間前まで
に決まります。
・補欠合格者が言語条件付き補欠内定となる場合、繰り上げ内定す
る際には、ノミネーション締切の1週間前までに、「派遣先申請時の
言語要件」を満たす英語スコアを提出しなければなりません。
・派遣先の申請締切直前に繰り上げ内定となる可能性があるため、
申請に向けて各自必要となる提出書類などは調べておくようにして
ください。
・補欠合格者が1年留学を希望している場合でも、内定が取り消しと
なる学生の派遣期間によっては、1セメスターのみ派遣可能となる場
合があります。
・補欠合格者は出発までに行われる全ての内定者ガイダンスへの出
席が必要です。
・補欠合格者が、再度交換留学プログラムに申請する場合は、補欠
合格の権利を自動的に失います。



内定後のスケジュール(p.3)

合格後～2023年7月
出席必須：参加者ガイダンス(全5回)・危機管理授業
誓約書等APUへの書類提出、保険手続き、予防接種、
派遣先大学へ入学申請、ビザ申請、渡航準備等
2023年8月～10月頃
派遣先大学へ出発・交換留学開始

派遣先の寮の手配、ビザ申請や渡航準備は、参加者自身の責任で行うこと。



内定の取り消しについて(p.3)
言語要件
当該GPA : 2.00
通算GPA : 派遣先大学の要件
2023年度秋セメスター履修登録A期間開始の7
日前までにビザを取得できなかった場合



留学期間 ①1セメスター留学 (p.4)
セメスター 秋セメスター

クオーター 第1Q 第2Q セッション

APUでの学籍 留学

APUでの履修 不可

派遣先大学 1セメスター



留学期間 ②1年留学(通常) (p.4)
セメスター 秋セメスター 春セメスター

クオーター 第1Q 第2Q セッション 第1Q 第2Q
セッショ
ン

APUでの学籍 留学 留学

APUでの履修 不可

派遣先大学 1セメスター 2セメスター



留学期間 ②1年留学(第2Ｑ復帰) (p.4)

セメスター 秋セメスター 春セメスター

クオーター 第1Q 第2Q セッション 第1Q 第2Q セッション

APUでの学籍 留学 通常

APUでの履修 不可 可

派遣先大学 1セメスター 2セメスター 帰国



単位認定(p.4-5)
上限60単位
教学部・学部で審査
成績評価 “T”
APU開講科目と関連性のないものは単位認定不可
注意事項
APM:AACSB, EQUIS, EPAS認証大学への留学推奨
APS :学修分野ごとの単位認定上限10単位



留学にかかる費用 (p.5)
学費 宿舎費・食費 その他

APUに納入 自己負担
TOEFL/IELTS受験料、

パスポート・VISA申請費、保険料
渡航費、書籍代、娯楽費、語学研修料、
その他個人的活動に関わる費用等

留学期間 保険 (プランS) J-TAS 合計(めやす)
1セメスター (4ヶ月の場合) 32,330円 9,052円 41,382円
1年(10ヶ月の場合) 84,860円 22,630円 107,490円

APU指定の海外旅行傷害保険ならびに危機管理支援システム(J-TAS)



申請方法(p.6-7)
STEP 1 写真、添付書類を準備
①顔写真 Photo_11111111_RITSUMEIHanako.jpeg

② 経費支弁書 Financial_Support_11111111_RITSUMEIHanako.pdf

③ 英語スコアのコピー Score_11111111_RITSUMEIHanako.pdf

④ 中学生以後の学修歴を証明する書類

STEP 2 オンライン申請 (Lime Survey / English Only)
*申請内容は印刷して保存しておくこと



GSE(ベンチマークテスト)に関する特別措置
<学内申請>可能
授業で受験したGSEスコアのスコア閲覧方法がわからな
い場合は、申請締切まで余裕を持ったスケジュールで
アカデミック・オフィス<outbound@apu.ac.jp>に連絡し
てください
<派遣先への申請でのスコア使用> 不可
最終スコア提出期限までに「派遣先申請時の言語要
件」を満たす英語スコアを提出すること。



エッセイの内容
Your goals and what you would like to accomplish 
by participating in the student exchange program 
Reasons why you chose each university
Necessary preparation
Future plans
(Conditional Acceptance) TOEFL/IELTS Study Plan
(APM Students) Reasons for not choosing one or 
more universities accredited by AACSB, EQUIS or EPAS.



JASSO海外留学支援制度 (給付型)
[対象者]

・日本国籍を有する者または日本への永住が許可されている者
・他団体等からの奨学金支給月額（複数の他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越えない者
※1 在籍大学等および派遣先大学等を含みます。
※2 渡航費および返済が必要な貸与型奨学金や学資ローンは含まれません。
[支給金額のめやす(月額)] 都市によって金額が異なります
10万：ロンドン・ニューヨーク・シンガポール 8万：北米・欧州
7万：ソウル・プラハ・バンコク等 6万：アジア・中南米



オンライン申請時の注意事項
締切に余裕を持って提出すること。
エッセイは、ワードで下書きを準備すること。
スコア・写真等が添付ができない場合
サイズが規定内(2048KB)かを確認する。
ファイルの拡張子(png, gif, doc, odt, jpg, pdf, jpeg)を確認する。
キャッシュをクリアする。
別のブラウザーを利用する。



留学サポートについて



アカデミック・オフィス
(B棟1階)
TEL: 0977-78-1101 
outbound@apu.ac.jp
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