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あなたに合った「留学」を見つけよう
『留学には憧れるけど、英語は苦手だし難しそう』『全然知らない場所で暮らすのは不
安』そう思って留学に興味があるけどあきらめていませんか？世界にはどんな人がいて、
どんな考えを持って生きているのか。グローバルな視点を持つことは現代人の必須事項で
す。海外に興味を持ったらその時が成長のチャンス。まずは、自分に合った「留学」の方
法を見つけて、少し高いハードルに挑戦してみましょう。

ＮＯ

海外の大学院に進み
たい、卒業後に海外
に住んでみたい

◆START◆
大学生のうちに
海外留学してみたい

YES

ＮＯ

語学力を磨くには最
低でも半年は留学す
べきだと思う

YES

部活・サークルやバ
イトは休めない…

ＮＯ

YES

YES

ＮＯ

海外に行くのはまだちょっと・・・
というあなたは

単位はきっちりとりながら海外経験
も積みたい！というあなたは

長期の海外生活を通して成長したい！
というあなたは

学内で留学生と交流してみ
よう！

夏休みや春休みを利用して
留学しよう

-------------------

-------------------

１学期間または1年間留学
の準備をしよう

■カルチャーカフェに参加す
る

■海外インターンシップに挑
戦（→4ページ）

■交換留学の条件を調べる
（→5ページ）

■学部等の海外研修プログラ
ムに参加する（→5ページ）

■語学の勉強に励む
（→6ページ）

■語学学校に通うための費用
を調べる（→7ページ）

■奨学金制度について調べる
（→7ページ）

国際連携推進センターでは、毎
月第4水曜の16:30より、外国人
留学生に、英語で自分の国を紹
介してもらう「カルチャーカ
フェ」を開催しています。国際
交流に興味を持ったら、まずは
気軽に参加してください。
詳細・参加申込は、国際連携推
進センターのHPをチェックして
みてください！

-------------------

■卒業までの計画を立てて休
学の手続きについて調べる
（→8ページ）
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1. 海外留学を考える前に

（２）交換留学制度

（１）将来の目標を考える

高知大学と協定（学生交流に関する覚書）を結んでいる海外

大学を卒業したら、どんな仕事をしたいと思っていますか？ま

の大学に１学期間または１年間留学する制度です。留学先大

だ入学したばかりの1年生のみなさんの中には、将来の目標

学への授業料は不徴収ですが、留学期間中も高知大学の授

が決まっていない人も多いでしょう。しかし、2年生、3年生に

業料納入が必要です。留学先で取得した授業単位の互換が

なると、残された大学生活が意外に短いと感じるのではない

可能ですが、取得した単位全てが高知大学の単位として認

でしょうか。大学生になると行動範囲も広がり、色々なことに

定されるとは限りません。手続きは、基本的に国際交流室を

チャレンジできます。毎日を“なんとなく”過ごすのはもったい

介して行いますので、交換留学を希望する人は、まず国際交

ない！将来の目標を見つけたら、それに向かって行動を開

流室へ相談に来てください。

始しましょう。

（３）私費留学（休学して留学）

（２）留学の目的を明確にする
高知大学では休学して留学することを、私費留学と呼んでい
あなたはなぜ留学に興味を持ったのでしょう？留学には語学

ます。海外における所属先は、協定校に限りませんので、海

力やお金が必要で、出発前の準備や現地滞在中のトラブル

外の大学以外にも語学学校での勉強、海外ボランティア、

など大変なことがいくつもあります。楽しい思い出を作りたい

ワーキングホリデーなど目的を自由に設定できます。本学へ

なら海外旅行で十分なのに、なぜ留学することが必要なのか。

の授業料の納入はありませんが、滞在先での費用は全て個

留学によって身につけたい力は何か。どこに行くのがよいの

人負担となります。手続きは学生本人が行います。生協や留

か。どれくらいの期間留学すれば身につけられるのか。大学

学エージェントを通して留学するのが一般的です。

のプログラムにそれらを満たすものはあるのか。留学に興味
を持ったら、自分が何のために留学したいのか考えてみま

（４）３か月未満の留学・海外研修

しょう。どのような留学が一番自分に向いているのかが見えて

学部の授業科目や共通教育科目の中には、海外研修を含

くるはずです。

むものがあり、参加することで単位が認められる場合がありま

２. 海外留学の概要

す。興味を持ったら、シラバスを確認したり、担当教員に質問

（１）海外留学の種類

海外の語学学校に通う、海外でインターンシップを行う、とい

に行きましょう。また、夏休みや春休みといった長期休暇中に、

大学在学中の留学は大きく分けて海外の協定校で1学期間
ないし1年間勉強する交換留学、高知大学を休学して海外の
語学学校で自分の好きな言語を学ぶ私費留学、夏休みや春
休みなどの長期休暇を利用して行く短期留学の３つに分類さ

う方法もあります。長期休暇の有意義な過ごし方を考えてみ
てはどうでしょう。大学のプログラムや協定校の短期プログラ
ム参加者募集はKULASお知らせにアップするので定期的に
チェックしてください。

れます。

交換留学と私費留学の違い
期間

本学への
授業料納付

留学先への
授業料納付

修業年限
算入

交換留学

１学期間、
１年

必要

不要

可

（留学先取得後
認定審査）

私費留学
（休学）

１学期～

不要

必要

不可

ほぼ不可

３ヶ月未満の
留学・海外研修

プログラム
による

ー

プログラム
による

ー

プログラムによって
は授業科目となって
いる
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単位互換
可

交換留学の申請
に必要な様式は
高知大学ホーム
ページにUPして
います↓↓

３．高知大学の留学プログラム

（２）共通教育科目「グローバルコミュニケー
ション」

（１）交換留学制度
夏期休暇中に約1か月間、海外の語学学校で英語を学ぶプ
高知大学は、海外の６６大学と学生交流に関する協定や覚

ログラムです。留学先は、オーストラリア、マレーシア、フィリピ

書を締結しています。このような大学を協定校と呼びます。学

ンから選択できます。受講募集は毎年4月に行います。

生はこれらの協定校に「交換留学」することができます。「交
換留学」とは、協定校に1学期間あるいは1年間留学する制度

（３）共通教育科目「SUIJIサービスラーニング」

です。協定校には、「大学間協定校」と「部局間協定校」があ

「SUIJI（Six University Initiative Japan Indonesia）」とは高知

り、「大学間協定校」には高知大学に学位取得を目的として

大学のほか、愛媛大学、香川大学とインドネシアの3大学が

在籍する全ての学生が留学することができますが、「部局間

共同で教育・研究を推進しているコンソーシアムです。学部

協定校」には、その協定を締結している部局（学部）の学生し

生向けのプログラムとして「日本・インドネシアの農山漁村で

か留学することができません。

展開する6大学サービスラーニング・プログラム」を開講してい
ます。プログラムでは、インドネシアの学生とともに高知県内と

留学することで自分が何を得たいのか、留学の経験を将来へ

インドネシアの農山漁村に滞在し、それぞれの地域社会が直

どのように活かしていくのか等しっかりと考え、事前の情報収

面している課題を体験的に学びながら、その解決に向けて考

集や計画をたて、留学希望校を絞ってください。特に、英語

えます。「ベーシック海外サービスラーニング」、「アドバンスド

圏への留学を希望する人は、「英語で」大学の授業を受講す

海外サービスラーニング」では2月から3月の約3週間インドネ

るのであり、「英語を」学びに行くのではないということを頭に

シアの農山漁村に滞在し、フィールドワークを行います。受講

入れた上で、しっかりと準備をしてください。多くの協定校で

募集は毎年4月に行います。詳細は、共通教育・履修案内を

出願時に、語学能力証明書（TOEFL、IELTSスコアレポート
等）の提出が必要です。交換留学を考えている場合は早め

確認してください。

（４）学部独自の短期プログラム

に各キャンパス留学担当窓口へ相談してください。
「国際社会実習（人文社会科学部）」、「海外フィールドサイエ
＊交換留学の申請に必要な様式は高知大学ホームページ

ンス実習（農林海洋科学部）」などのプログラムがあります。実

「国際交流」からダウンロードできます。http://www.kochi-

施時期や内容については、履修案内やシラバスを確認してく

u.ac.jp/international/student02/kettei.html

ださい。
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４．語学能力試験

（２）IELTS

カリフォルニア州立大学フレズノ校など英語を母語とする国

IELTS（アイエルツ）は、海外留学や研修のために英語力を

の協定校や、イェーテボリ大学などヨーロッパの多くの協定校、

証明する必要のある方、およびイギリス、オーストラリア、カナ

カセサート大学など一部のアジアの協定校への留学には、

ダなどへの海外移住申請に最適なテストです。留学用として

TOEFL、IELTS 等語学試験のスコアが求められます。各校

も広く用いられています。年2回朝倉キャンパスで受験できま

によって指定の基準スコアが異なりますが、積極的に受験し、

す。（2019年度実施予定：6月、12月）

語学能力を証明できるようにしておきましょう。また、スコアが
必要でない協定校へ留学する場合や、私費留学で海外の語

（３）英語以外の言語の能力試験

学学校へ行く人も、留学前と留学後で自分の語学力がどれ

HSK（中国政府公認資格）は、中国政府教育部（日本の文部

だけ伸びたかを測るために、留学前に語学能力試験を受け

科学省に相当）の公認する中国語の語学検定試験です。中

ることをおすすめします。

国政府認定の中国語検定であるため、中国や日本国内、そ
して世界中で、中国語能力の公的な証明として通用し、HSK

（１）TOEFL

の成績証明は中国留学の際の基準や就職・転職の際にも活

TOEFLとは、英語を母国語としない外国人が英語圏の大学・
大学院に入学して授業を受けるだけの英語能力があるかを
測る試験です。現在、アメリカやカナダをはじめ、世界各国の
多くの大学で留学希望者にTOEFL受験を義務付けています。
パソコンで4技能（読む・聞く・話す・書く）を測るTOEFL iBTが
一般的です。

用されています。
TOPIK（韓国語能力試験）は、大韓民国政府（教育省）が認
定・実施する唯一の韓国語試験です。 初級(1,2級)、中級
(3,4級)、高級(5,6級)に分かれており、韓国語の普及や、試験
結果の学習・留学・就職等への活用などを目的に、世界70カ
国以上で一斉に実施されています。

主な英語語学能力検定試験のレベルの目安

英検

1級

準1級

TOEIC

Aレベル
860-990

TOEFL iBT

IELTS

CEFR

8.5-9.0

C2

95-120

7.0-8.0

C1

72-94

5.5-6.5

B2
留学に必要な語
学能力レベル

Bレベル
730-855

2級

42-71

4.5-5.0

B1

3.0-4.0

A2

2.0

A1

Cレベル
470-725
準2級
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3級

Dレベル
220-465

4級
５級

Eレベル
10-215

５．留学にかかる費用

を行っています。奨学金受給対象者が多い場合は選考とな
ることがあります。そのほか学部独自の奨学金制度があります。

留学にかかる費用は、どのような留学をするかで大きく変わっ
てきます。交換留学の場合は、学費を高知大学に納めるため、
現地での生活費によって変わります。交換留学経験者のアン
ケートから地域ごとに現地生活費の目安となる比較表を作り
ましたので参考にしてください。なお、この表には留学中の旅
行や観光にかかる費用は含まれていません。

（３）日本学生支援機構の奨学金制度
すでに日本学生支援機構（JASSO）から第一種奨学金や第
二種奨学金の貸与を受けている人は、手続きをすることで海
外留学時にも引き続き受け取ることができます。給付型の奨
学金はJASSOホームページに一覧がありますので、応募資格

（１）私費留学にかかる費用

を確認して挑戦してみてください。

海外の語学学校に通う場合、留学前に必要な費用としては、

＊海外留学のための奨学金

入学申請料、授業料、滞在費、航空運賃、教材費、留学保

http://ryugaku.jasso.go.jp/scholarship/

険料、ビザ申請料などがあります。留学中に必要な費用とし

（４）トビタテ！留学JAPAN

ては、住居費、食費、交通費、通信費、教材費などがありま
す。また、入学やビザの続きを代行業者に依頼する場合はそ

官民協働海外留学支援制度「トビタテ！留学JAPAN日本代

の費用が必要になります。語学学校の授業料は、内容や立

表プログラム」は、月額６～16万円の奨学金に加えて、渡航

地にもよりますが、4週間滞在費込みで米国、英国が40万円、

費補助、授業料補助が支給される給付型の奨学金です。留

カナダ、オーストラリア、ニュージーランドが30万円、フィリピン

学先は、海外の大学以外にも企業でのインターンシップなど

が15万円程度と考えてください。

学生が立案した多様な留学プロジェクトに対して奨学金を支
給し、自らの経験を新しい留学文化の醸成に還元してもらうこ

（２）学内の奨学金制度

とを目的としています。募集時期は、年2回（7～9月、12月～2

高知大学国際交流基金：交換留学で海外の大学に留学する
学生に対してアジア方面15万円、欧米18万円の渡航費補助

交換留学にかかる費用の目安

月）です。応募に興味がある方は、事前に国際交流室へご相
談ください。

※同じ地域でも留学先によって費用が大きく異なる場合があります。

米国

欧州
（北欧）

欧州
（ﾁｪｺ）

東南ｱｼﾞｱ

中国

韓国

台湾

航空運賃

約20万円

10～15万円

10～15万円

5万円程度

10～15万円

2～5万円

5万円程度

保険料

約20万円
/10カ月

約12万円
/10カ月

約12万円
/10カ月

約12万円
/10カ月

約12万円
/10カ月

約12万円
/10カ月

約12万円
/10カ月

教科書代

約5万円

2～5万円

1万円程度

1万円程度

1万円程度

1万円程度

1～2万円

宿舎費/月

5～8万円

約5万円

1万円程度

1万円程度

2～5万円

2万円程度

1～2万円

食費/月

2～5万円

2～5万円

2～5万円

1万円程度

2万円

2～3万円

1～2万円

交際費・通
信費/月

2万円程度

1～2万円

1万円程度

1万円程度

1万円程度

1万円程度

1万円程度

その他/月

1万円程度

1万円程度

1万円程度

1万円程度

1万円程度

1万円程度

1万円程度

12万円程度

12万円程度

8万円程度

5万円程度

7万円程度

7万円程度

6万円程度

月額目安
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留 学 計 画 を 立 て て み よ う
第１学期

4月

5月

6月

第２学期

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

1年
2年
3年
4年

STEP1 履修案内をよく読んで、授業や就職活動時期などを考えた上で、日本にいなければ
いけない期間を書き込む
STEP2 留学時期と期間を決めて書き込む
STEP3 留学派遣願を提出する時期を留学開始より6か月～10か月ほど前に書き込む
STEP4 語学能力スコアが必要な場合、留学派遣願を提出する時期より前に試験を受け
る時期を書き込む

STEP5 奨学金の申請時期などを書き込む
主な協定校の新学期開始時期
•
米国、欧州、フィリピン、タイなど
•
中国、韓国、台湾、インドネシア、マレーシアなど

秋学期：8月～12月
秋学期：8月～1月

春学期：1月～6月
春学期：2月～6月

留学計画の例
4月

1年

5月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

3月

③申請
締切

④英語語学能力テスト

①就活

②交換留学（イェーテボリ大学）
①就活

2月

①必修科目
⑤トビタテ申請

3年

8

7月

①必修科目

2年

4年

6月

卒論

卒業

６．安全の確保と危機管理

轄する日本の大使館または総領事館に「在留届」を提出する
よう義務付けられています。留学先に到着後、住所が決定し

（１）海外渡航時の心構え
海外においては、特に「自分自身で身を守る」ことを心掛ける
のが基本です。海外では、テロ、内乱などのほか、台風、地
震などの自然災害、交通事故、盗難、強盗、詐欺、セクハラ

たら、速やかに近くの在外日本公館へ「在留届」を提出してく
ださい。3か月未満の滞在の場合は、外務省海外旅行登録
「たびレジ」に登録をしてください。

（２）海外旅行保険

など、様々な危険が起こりうることを意識しておき、予期しない
トラブルに巻き込まれた際、自ら対応できるよう海外でのリスク

海外では、病気やケガ、交通事故、盗難など予想しないアク

について事前にしっかり理解と準備をしておいてください。

シデントに見舞われることがありますので、海外旅行保険へ

協定校への交換留学や研修プログラムなどで海外へ渡航す

加入して下さい。 交換留学や短期プログラムなど大学が実

る学生は、渡航前のオリエンテーションに必ず出席してくださ

施するプログラムにより海外渡航をする場合は、危機管理の

い。オリエンテーションや危機管理セミナーなどの日程につ

ため本学の指定する海外旅行保険に加入してもらいます。加

いては、国際交流室やプログラム担当教員へお問合せ下さ

入申込みは、海外渡航届WEB申請フォームから行うことがで

い。

きます。本学指定の海外旅行保険について 、学生の加入す
る保険の主な補償内容は下記のとおりです。自分で保険に

（２）海外渡航届
大学のプログラムで海外に行く場合に限らず、私費留学や観

加入するときは、特に治療・救援費用の補償額を比べて大学
推奨の保険と同等のものに加入してください。

光などの目的で海外渡航をする際も、必ず大学に海外渡航

■傷害死亡

300万円

届を提出してください。海外渡航届はWEBフォームから登録

■傷害後遺障害

1,000万円

■疾病死亡

300万円

■治療・救援費用

1億円

■個人賠償責任

1億円

することができます。
海外渡航届WEB申請フォーム
（→QRコードを読み込んでください）
海外に3か月以上滞在する日本人は、住所または居所を管

あなたは、海外渡航先の都市で地下鉄に乗っています。あなたは、この渡航のために最新のiPhoneに買い替え、
現地で使えるsimカードを入れていました。地下鉄の駅から目的地までの道のりをiPhoneでチェックしていたところ、
降りる予定の1つ手前の駅に電車が停車しました。間もなくドアが閉まるという時に見知らぬ男が、あなたが手にし
ていたiPhoneを奪って電車を降りていきました。
さて、あなたはどうしますか？
① 犯人を追いかけてiPhoneを取り返す
② 大声をあげて車内の人に助けてもらう
③ iPhoneは諦めて警察に行き盗難証明書を発行してもらう
強盗に遭遇してしまった場合には、絶対に抵抗せず、犯人を逆上させないことを第一に心掛け、犯人の要求に従う
というのがセオリーです。また、犯人は1人とは限りません。近くに仲間がいる場合もあります。なかには、『2人組の
男に鞄を強奪されそうになったので叫び声を上げて逃げたところ、犯人は何も取らずに逃走した。』という幸運な例
もありますが、逆に、犯人に抵抗したため逆上した犯人に発砲され、命を失うというケースもあります。
被害に遭った金品などは、加入している保険会社から補てんを受けることができますが、自分の命を取り返すこと
はできません。まずは、こういった被害に遭わないために、最新のデジタル端末や高価な製品を他人から見えると
ころで使わないということも頭に入れておいてください。
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海 外 渡 航 の 準 備 を し よ う
①

パスポートの取得手続き

パスポートを持っていない人は、期日にゆとりをもってパスポートの手続きをしてください。
すでに取得済みの人は、有効期限が留学期間＋6か月あることを確認してください。

②

ビザ申請

交換留学の場合は必ず学生（留学）ビザを取得してください。ビザの手続きについては留学先
から指示があることが多いですが、出発時期が迫っている場合は、自分で手続きに関する情報
を集めるか、旅行代理店など代行業者に依頼してください。必要書類や発行までにかかる期間
などは毎年変更になる可能性があります。提出書類・申請方法等は、当該国の大使館や総領事
館に行く前に必ず直接確認しましょう。

③

渡航日を決める

大学によっては、授業開始日より前にオリエンテーションを行うところがあります。最新のア
カデミックカレンダーを確認してください。

④

飛行機のチケットを予約する

大学によっては空港まで迎えに来てくれるところもあります。安全上、夜間・深夜に現地に到
着する便は避け、なるべく午前中に到着する便を選びましょう。

⑤

日本大使館・領事館への「在留届」提出

または「たびレジ」への登録

留学先に到着後、住所が決定したら、Fax、郵送、インターネットなどにより速やかに近くの
在外日本公館へ「在留届」を提出してください。また、「在留届」提出後、転居などで記載事
項に変更があったときや帰国する際、必ず提出した在外日本公館に連絡して下さい。なお、３
カ月未満の場合は、外務省海外旅行登録「たびレジ 」に登録をしてください。

■外務省ORRnet（インターネットによる在留届電子届出システム）
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/
■外務省海外旅行登録「たびレジ 」
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/
⑥

家族・大学への連絡

渡航前に滞在先の緊急連絡先(留学先の電話番号、住所など)を家族や友人と確認しておいて下
さい。交換留学等による場合は、定期的に大学の国際交流室や指導教員へ報告を行って下さい。
大学へは、海外渡航届の提出が必要です。連絡先の変更など新たな情報がある場合、所属学部
等の担当係に連絡して下さい。また、海外で事件や災害等が発生した場合、速やかに安否情報
を家族及び大学へ連絡をお願いします。

■海外渡航届（高知大学国際交流ホームページ“海外渡航時・滞在中の安全管理について”）
http://www.kochi-u.ac.jp/international/student02/for_safety.html
＜高知大学国際交流室 連絡先＞
Tel: +81-88-844-8145

Fax: +81-88-844-8718

Email: kr03＠kochi-u.ac.jp
＜高知大学国際連携推進センター Facebook＞
https://www.facebook.com/KochiUnivCIC
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Facebookアカ
ウントを持って
いる人はぜひ
友達申請を。

留学Q＆A
Ｑ 1学期～1年の間、留学しても4年で卒業できます

人に話を聞いてみたいという人は、先輩を紹介することもでき

か？

ますので国際連携推進センターへお立ち寄りください。

交換留学の場合、期間や時期、単位取得状況によっては、4

Ｑ IELTSのスコアが足りないのですが、交換留学で

年で卒業が可能な場合もあります。状況は学部によって異な

きますか？

ります。特に教職課程を履修したいと考えている人は、事前
に学部の教務窓口で必修科目や実習の日程を確認してくだ
さい。私費留学で高知大学を休学して留学に行く場合は、休
学した分だけ卒業時期が遅れます。

英語圏等スコアを求められているところは、基本的には留学
時までにスコアをクリアすることが必須です。留学先を変えた
くないという人は、試験は一度だけでなく、何度も受けられる
ように、スケジュールに余裕を持って受けてください。何度か
受けることでテスト形式に慣れ、希望のスコアをクリアできるこ

Ｑ 交換留学先を迷っています・・・

ともあります。申請時に足りない場合は、交渉可能な場合もあ
交換留学をした人は、自分の勉強したい分野を学ぶことがで

るのでご相談ください。

きるか、という点で選んでいる人が多いです。実際に行った

先輩からのメッセージ
ノルウェーの人々はとても温か
いです。Hamarは小さな街です
が、自然豊かで素敵なところで
す。ノルウェーでしか味わえな
い空気を感じてみてください。
（留学先：ノルウェー）

交換留学は大学生の特権
だと思うため、必ずおす
すめしたいと思います。
（留学先：チェコ）

行く前は不安だらけだったが、
行ってみると思っていたほど
のものではなかった。むしろ
行ってよかったと思えるもの
だったので、考えている人は
しり込みせずに行くべきだと
思う。
（留学先：フィンランド）

本当に充実した1年間を過ごす
ことが出来ると思います、私も
留学に行く前は全く中国語が喋
れない状態で行きましたが、
ちゃんとレベルアップが出来た
と実感出来ています。
（留学先：中国）
楽しんだもの勝ちです。
（留学先：韓国）

外から日本という国を考える
ことはとても貴重なことで、
大学生のうちにしかできない
こと。今の低迷した様々な状
況を改善したいという気持ち
が芽生えると思う。
（留学先：マレーシア）

交換留学生として高知大
学から行かせていただき、 イェーテボリ大学での学びは、私に
10か月間素晴らしい経
とってかけがえのない経験となった。
験ができました。
求められる授業への参加態度は日本
（留学先：アメリカ）
と異なり、自発的なもので自分の意
見が求められる。そんな授業で、日
本人としてどう思うのか？私という
人物としてどう考えるのか？異なる
文化背景を持つ人はどう考えるのだ
ろう？と様々な視点で物事をとらえ
る能力を身につけることが出来た。
（留学先：スウェーデン）

留学を終えた今だから言える
ことですが、気負わないでく
ださい。そもそも留学を決断
できた時点であなたは前に一
歩歩いています。自分に誇り
を持ってください。あと、楽
しんでくださいね！
（留学先：台湾）

価値観が変わる機会となるはず
です。迷っているなら絶対行く
べきです。
（留学先：フィリピン））
蚊によるデング熱に注意
してください。蚊よけ対
策は毎日行ってください。
（留学先：フィリピン）
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≪朝倉キャンパス≫

国際連携推進センター／

国際交流室

住所：高知市曙町2丁目５－１
電話：088-844-8683

Email：kr03@kochi-u.ac.jp

国際交流HP

■国際交流HP（イベント・奨学金情報など）
http://www.kochi-u.ac.jp/international/
■国際連携推進センターFacebookページ
https://www.facebook.com/kochiuniversity.international/
■火・木・金曜日の4限目にセンター教員による個別留学相談を行っています。希望する
方は、1週間前までに上記Emailアドレスへ予約の連絡を入れてください。

≪岡豊キャンパス≫

学生課留学生担当

≪物部キャンパス≫

物部総務課学務室

住所：南国市岡豊町小蓮

住所：南国市物部乙200

電話：088-880-2512

電話：088-864-5116

Email：ia30@kochi-u.ac.jp

Email：km13@kochi-u.ac.jp

