
スウェーデン ●1

ノルウェー ●2

スイス ●1

フランス ●2・●1

英国 ●1 カナダ ●1チェコ ●3

ポーランド ●1・●3

フィンランド ●1 韓国 ●4・●10

アイルランド ●1

インドネシア ●1・●3

スロバキア ●2

ロシア ●2・●11ドイツ ●2

オランダ ●1・●1

アメリカ ●3・●5

ブラジル ●1

オーストラリア ●1
アルバニア ●1

オーストリア ●1

イタリア ●2

スペイン ●1

エジプト ●1・●1

ミャンマー ●2

バングラデシュ ●2

マレーシア ●1・●4

中国 ●10・●25

モンゴル ●2

台湾 ●3・●3 ベトナム ●2・●7

タイ ●3・●4

人文学部　岡 村 豊 樹

　本学では、海外の大学・研究機関と幅広い国際交流を行っています。現在、18か国・地域、42機関と大学間
交流協定を締結し、27か国・地域、98機関と部局間交流協定を締結しており、学生相互の留学や研究者によ
る研究活動を活発に行っています。

国際交流

　現在アジアを中心に、様々な国から約300人の留学生が本学で学んでいます。

外国人留学生

本学では、学術交流協定を結んでいる大学等に最長1年間留学できる交換留学制度があり、毎年10～15名程度の学生が協定校に留学し
ています。また、協定校留学のための給付型奨学金制度もあります。このほか夏季、春季休業中には約1か月の短期派遺留学プログラムを実
施しています。このプログラムでは語学研修に加え、現地学生との交流や、それぞれのプログラムの特徴でもある実地研修を行っており、日
本では得られない貴重な体験を通じて、国際的な視野を育むことができます。

海外留学研修制度

　本学では、県内企業の支援を受け海外キャリア研修を実施しています。【過去実績：中国（大連）・タイ（バンコク・ランプーン）】
　海外で事業展開する日系企業での実務研修・工場視察や現地大学生との交流を通じて、コミュニケーション能力や異文化を理解すること
の重要性に気付き、グローバル社会で活躍することへの意識向上を図ります。実際に現地へ足を運び、企業がどのような工夫と努力で異文
化にとけこんでいるかを学び取ることは学生にとって非常に貴重な経験となります。

海外キャリア研修

■ 本学の国際交流・留学に関する情報は、本学ウェブサイトをご覧ください。
トップページ→「国際交流・留学」

■短期英語研修プログラム
アメリカ合衆国国名

研修先 マーレイ州立大学 ハワイ大学マウイカレッジ ユニテック・インスティテュート・オブ・テクノロジー
約１か月（春季休業中） 約１か月（春季休業中） 約１か月（春季休業中）約１か月（夏季休業中）

チャールストンカレッジ
派遣期間

内容

主な経費

アメリカ合衆国 ニュージーランドアメリカ合衆国

航空運賃等移動交通費、授業料、
保険料、宿泊費、カフェテリア利用
料、学生ビザ取得費用、ＮＹ実施研
修費用  他。

1. 英語研修（約４週間）
2. 近隣都市への小旅行
3. ニューヨーク実地研修
　（3泊4日）
※滞在は大学の学生寮

1. 英語研修（約３週間）
2. ハレアカラ登山などの
　 特別課外授業

※滞在はホームステイ

1. 英語研修（約４週間）
2. 富山大学プログラム
（参加学生の所属に関連する

　  施設の見学 等）
※滞在はホームステイ

1. 英語研修（約４週間）

※滞在は大学の学生寮

航空運賃等移動交通費、授業料、
保険料、特別課外授業料、ホーム
ステイ料金  他。

航空運賃等移動交通費、授業料、
保険料、富山大学プログラム費用、
ホームステイ料金  他。

航空運賃等移動交通費、授業料、
保険料、宿泊費、カフェテリア利用
料、学生ビザ取得費用  他。

令和4年5月1日現在（人）

（令和4年5月1日現在）

アジア（12か国）
ヨーロッパ（3か国）
アフリカ（3か国）
中近東（１か国）
中南米（１か国）
大洋州（１か国）
計21国・地域

199
2
2
0
3
1

207

48
0
3
2
1
0
54

3
2
0
0
0
0
5

250
4
5
2
4
1

266

五福キャンパス地域名 杉谷キャンパス 高岡キャンパス 計

●…大学間交流協定
●…部局間交流協定

私は3年次に2019年の9月から2020年の3月
まで、フランスのオルレアン大学へ約半年間交換
留学をしておりました。きっかけは2年生の時、毎
年夏休みに行われるオルレアン大学への短期語学
研修に参加したことです。このプログラムでは約1
か月間オルレアンに滞在して、大学で授業を受け
ていました。その時に、オルレアンの街並みがとて
も気に入り勉強面でもとても充実したことから、よ
りオルレアン大学で学びを深めたいという思いが
強くなりました。そして、長期の交換留学へ行きま
した。

オルレアン大学では9月から12月までが前期で、
1月から5月までが後期という流れになっており、
私は前後期ともフランス語を中心とする授業構成
でした。後期については、フランス語に加えて絵画
の授業やフランコフォニーに関する授業も受講し

ていました。授業は、留学生向けのものばかりなの
で、先生もゆっくりと説明してくださり、とても分か
りやすかったです。また、現地学生向けの歴史や政
治の授業も聴講して、より学びを深めていきました。
授業が終わった後は図書館へ直行し、学んだこと
をその日中に復習して理解度を高めていました。
　金曜日の夜や休日は中心街へ出向き、ご飯を食
べたりお酒を飲んだりして様々な国籍の人とコ
ミュニケーションを取ることを心掛けました。また、
私は料理を通した国際交流をよく行っており、寮に
住む多国籍の学生に日本食を振る舞ったり、逆に
彼らが振る舞ってくれたこともありました。長期休
暇の際には、友人とフランスを離れてヨーロッパを
旅行しました。
　留学は、新型コロナウイルスの影響で中断して
しまいましたが、とても貴重な経験ができたと思い

ます。留学で学んだ最も大事なことは、行動力です。
私は行動したことで移民や難民の学生と交流した
り、現地の高校で授業を行ったりという特別な経験
ができました。私はこの行動力を駆使して、これか
らの人生を邁進していきたいと思います。

大学間交流協定校

オルレアン大学への交換留学を振り返って

※2019年度実施のプログラムです。
　年度によって変更する場合があります。

※この他に学部等が実施するプログラムがあります。

国際交流
INTERNATIONAL EXCHANGE
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