
県内の大学等における外国人留学生の受入体制（Ｒ４年度）

学校名
R4年度

受入可否
受入規定
の有無

特別選抜
の有無

R3年度
受入実績

入学資格等

①福島大学 〇 ○ ○ ○ 授業料 ・授業料免除規定により全額又は一部免除制度有

http://kokusai.adb.fukushima-u.ac.jp/ 奨学金 ・文部科学省私費外国人留学生学習奨励費
（月額48,000円）
・公益財団法人ロータリー米山記念奨学会奨学金
（学類生月額100,000円　大学院生月額140,000円）
・公益財団法人平和中島財団外国人留学生奨学金
（月額100,000円）
・公益財団法人安田奨学財団奨学金
（月額100,000円）
・公益財団法人日本国際教育支援協会留学生奨学金
（修学）（月額40,000円）
・公益財団法人日本国際教育支援協会留学生奨学金
（日本語修学支援）（月額50,000円）
・公益財団法人日本国際教育支援協会留学生奨学金
（少数受入国）（月額50,000円）
・公益財団法人SGH財団私費外国人留学生奨学金
（月額120,000円）
・彌満和奨学会奨学金（月額30,000円）
・共立国際交流奨学財団奨学生
（大学院生月額100,000円）
・ふくしま未来研究会奨学金（月額50,000円）
・福島大学外国人留学生後援会（月額25,000円）

住宅 ・福島大学国際交流会館、福島大学学生寮への入居

コロナ

特別聴講学生 大学および大学院における授業科目を履修する福島大学の大学間交流協定校に所属する
学生

②県立医科大学 ○ ○ ○ 学部 授業料 ・授業料免除制度あり。

http://www.fmu.ac.jp/ 奨学金 ・大学独自の奨学金なし。

住宅

コロナ

大学院
（博士・

修士課程）

大学院募集要項のとおり。
https://www.fmu.ac.jp/univ/nyugaku/daigakuin/igaku_bosyu.html

その他

各学校における支援内容

学類
正規生
・

大学院
正規生

学類正規生（私費外国人留学生）および大学院正規生については，それぞれ募集要項の
とおり。
http://nyushi.adb.fukushima-u.ac.jp/yoko.html

学類
研究生
・

大学院
研究生

学類研究生および大学院研究生については，それぞれ募集要項のとおり。
http://kyoumu.adb.fukushima-u.ac.jp/e_kamoku.html#e_kenkyu

その他 ・福島大学外国人留学生後援会支援事業
・生活資金無利子貸付（上限50,000円、12か月以内
返済）
・留学生住宅総合補償の加入金補助

○ 学生募集要項（私費外国人留学生選抜）のとおり。
https://www.fmu.ac.jp/univ/nyugaku/nyusi.html
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県内の大学等における外国人留学生の受入体制（Ｒ４年度）

学校名
R4年度

受入可否
受入規定
の有無

特別選抜
の有無

R3年度
受入実績

入学資格等 各学校における支援内容

③会津大学 ○ ○ ○ ○ 授業料 ・海外大学との協定に基づく外国人留学生受け入れ
の場合、授業料免除措置が適用されるものがある。

https://u-aizu.ac.jp/ 奨学金 ・海外の大学との交流協定、覚書に基づく奨学金制
度の他、外部団体による奨学金制度の案内、申請支
援を随時実施している。加えて会津大学外国人留学
生後援会（SAISUA）による給付型奨学金制度あり。

住宅 ・私費外国人留学生は、大学敷地内にある学生寮へ
の入居が可能（要申請・選考有）。

コロナ ・地元支援団体からの支援物資の配給
・授業料納入期限の延長
・渡日できない留学生のために、対面授業再開後も
遠隔授業を実施（特例措置）

その他 ・留学生支援を担当する各部門・職員（学生課、グ
ローバル推進本部、外国人教員等相談員）による学
内連携支援体制により、住居手続（外部アパート物
件の紹介、入居手続等）、官公庁手続（住民登録、
健康保険手続等）、日本語研修、地域交流活動の案
内等、日常生活全般にわたり、ケースに応じた支援
を実施している。

④会津大学短期大学部 ○ ○ ○ 授業料

http://www.jc.u-aizu.ac.jp/ 奨学金

住宅

コロナ

その他

学部・大学院それぞれ募集要項のとおり。
https://u-aizu.ac.jp/admissions/
なお、博士後期課程の入試、博士前期課程の「海外居住者選抜」、学部課程の「ICTグ
ローバルプログラム全英語コース入試」については、海外から留学生を希望する者が渡
日することなく受験することができる。

【外国人留学生選考学生募集要項の出願資格】
①　次のいずれかに該当するもの
　ア　外国において通常の課程による１２年の学校教育を修了し、自国において大学入
学資格を有する者。
　イ　本学において、日本の高等学校を卒業した者と同等以上と認められる者。

②　独立行政法人日本学生支援機構が実施する日本留学試験で、本学が指定する科目を
受験した者であること。なお、本学が利用する日本留学試験の成績は、本学への出願期
間直近の２回のうち、高得点のものである。

③　日本に在住する日本国籍の身元保証人を有する者であること。
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県内の大学等における外国人留学生の受入体制（Ｒ４年度）

学校名
R4年度

受入可否
受入規定
の有無

特別選抜
の有無

R3年度
受入実績

入学資格等 各学校における支援内容

⑤郡山女子大学 ○ ○ 授業料

http://www.koriyama-kgc.ac.jp/ 奨学金

住宅

コロナ

その他

⑥郡山女子短期大学 ○ ○ 授業料

http://www.koriyama-kgc.ac.jp/ 奨学金

住宅

コロナ

その他

⑦奥羽大学 ○ 授業料 ・私費外国人留学生授業料減免

http://www.ohu-u.ac.jp/ 奨学金

住宅

コロナ ・特に無し

その他

高等学校又は中等教育を卒業した者、通常の課程による１２年の学校教育を修了した
者、通常の課程以外の課程によって、前号に相当する学校教育を修了した者、外国にお
いて学校教育における１２年の課程を修了した者またはこれに準ずる者で文部科学大臣
の指定した者、文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有する者として認定した
在外教育施設の当該課程を修了した者、文部科学大臣が指定した者、高等学校卒業程度
認定試験規則により文部科学大臣の行う高等学校卒業程度認定試験に合格した者。

日本国籍以外の国籍を有し、次の条件に該当する方。
外国において、学校教育における１２年の課程を修了した者及び今年度卒業見込みの者
またはこれらに準ずる者で文部科学大臣が指定した者

日本国籍以外の国籍を有し、次の条件に該当する方。
外国において、学校教育における１２年の課程を修了した方及び今年度卒業見込の方、
またはこれらに準ずる方で文部科学大臣が指定した方。
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県内の大学等における外国人留学生の受入体制（Ｒ４年度）

学校名
R4年度

受入可否
受入規定
の有無

特別選抜
の有無

R3年度
受入実績

入学資格等 各学校における支援内容

⑧日本大学工学部 ○ ○ ○ ○ 授業料 ・日本大学私費外国人留学生授業料減免

http://www.ce.nihon-u.ac.jp/ 奨学金

住宅 ・希望者に対し下宿・アパートの紹介

コロナ

その他

【学部】

【大学
院】

出願資格は，外国籍を有する者で，次の各項のいずれかに該当するもの。

■学部
・外国において学校教育における12年の課程を修了した者及び2023年3月31日までに修
了見込みの者。なお，12年間の学校教育の課程に日本の教育制度に基づく学校での在籍
期間が含まれる場合は，中学校・高等学校あわせて通算3年以内の者の出願を認める。
また，日本の小学校での在籍については年数は問わない。ただし日本の高等学校を卒業
した者（卒業見込みの者も含む）は除く。
・外国において，指定された11年以上の課程を修了したとされるものであること等の要
件を満たす高等学校に対応する学校の課程（※1）を修了した者及び2023年3月31日まで
に修了見込みの者。なお，11年間の学校教育の課程に日本の教育制度に基づく学校での
在籍期間が含まれる場合は，中学校・高等学校あわせて通算3年以内の者の出願を認め
る。また，日本の小学校での在籍については年数は問わない。ただし日本の高等学校を
卒業した者（卒業見込みの者も含む）は除く。
・外国において，学校教育における12年未満の課程を修了し，さらに文部科学大臣が指
定する準備教育課程又は研修施設の課程等を修了した者及び2023年3月31日までに修了
見込みの者。
・外国における，12年の課程修了相当の学力認定試験に合格した者で2023年3月31日ま
でに18歳に達するもの。
・外国における，12年未満の課程修了相当の学力認定試験に合格し，さらに文部科学大
臣が指定する準備教育課程又は研修施設の課程を修了した者で18歳に達したもの及び
2023年3月31日までに修了見込みの者で18歳に達するもの。
・外国の大学入学資格である国際バカロレア，アビトゥア，バカロレア，GCE（General
Certificate of Education)Aレベル（※2）を保有する者。
・国際的な評価団体（WASC, CIS, ACSI）の認定を受けた外国における教育施設の12年
の課程を修了した者及び2023年3月31日までに修了見込みの者。

■博士前期課程
・外国において学校教育における16年の課程を修了した者及び2023年3月31日までに修
了見込みの者。
・外国の大学等において，修業年限が3年以上の課程を修了することにより，学士の学
位に相当する学位を取得した者及び2023年3月31日までに取得見込みの者。
・本大学院において，個別の入学資格審査により，大学を卒業した者と同等以上の学力
があると認めた者で，22歳に達したもの及び2023年3月31日までに22歳に達するもの。

■博士後期課程
・外国の大学で修士の学位又は専門職学位に相当する学位を取得した者及び2023年3月
31日までに取得見込みの者。
・本大学院において，個別の入学資格審査により，修士の学位又は専門職学位を有する
者と同等以上の学力があると認めた者で，24歳に達したもの及び2023年3月31日までに
24歳に達するもの。

※1…文部科学大臣指定の高等学校に対応する外国の学校の課程は，文部科学省のサイ
トを参照してください。
※2…GCE（General Certificate of Education)Aレベル2科目以上でE評価以上を有して
いる方が対象となります。
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県内の大学等における外国人留学生の受入体制（Ｒ４年度）

学校名
R4年度

受入可否
受入規定
の有無

特別選抜
の有無

R3年度
受入実績

入学資格等 各学校における支援内容

⑨医療創生大学 ○ ○ 【学部】 学校教育法施行規則第150条の規定により高等学校を卒業した者と同等以上の学力があ
ると認められる者、および2023年3月31日までにこれに該当する見込みの者。

授業料 ・授業料減免制度あり

https://www.isu.ac.jp/ 【編入】 （薬学部）
・学士の学位もしくは学士号を有する者および2023年3月に取得見込の者
・短期大学もしくは高等専門学校を卒業した者および2023年3月に卒業見込の者
（看護学部）
 看護師免許取得者または看護師国家試験受験資格者で、次のいずれかに該当する者
・看護系大学もしくは短期大学を卒業した者または2023年3月に卒業見込の者
・看護系専修学校の専門課程（文部科学大臣の定める基準を満たすものに限ります。）
を修了した者または2023年3月に修了見込の者

奨学金 ・独自の奨学金制度なし

【大学
院】

・外国において通常の課程による16年の学校教育を修了した者、または入学時までに修
了見込の者
・本大学において大学を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者
（別途、本学で入学資格審査試験を実施する。）

住宅

（共通） 外国籍の方は、上記出願資格の他に次の（1）または（2）を満たすこと。なお、日本の
大学等の教育機関において上記出願資格を満たす（見込を含む）方は必要ありません。
（1）日本学生支援機構が実施する「日本留学試験」の「日本語」で、原則として200点
以上を取得した者
（2）国際交流基金と日本国際教育支援協会共催の「日本語能力試験（N2以上）」に合
格した者

コロナ ・遠隔授業及びハイブリット授業の実施

【留学生
別科】

（1）外国において12年以上の学校教育課程を修了し、「外国における高等学校」等の
１～３学年の学業成績の平均値が14／20以上である者。
（2）日本語能力試験N5、J.TEST F級、NAT-TEST5級程度以上の能力を有する者。
（3）日本または母国で滞在中の身元保証人がいる者。
（4）申請者の経費支弁者が留学生別科の学費と生活費を支払える経済力があること。

その他
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県内の大学等における外国人留学生の受入体制（Ｒ４年度）

学校名
R4年度

受入可否
受入規定
の有無

特別選抜
の有無

R3年度
受入実績

入学資格等 各学校における支援内容

⑩東日本国際大学 ○ ○ ○ ○ 授業料 ・50％減免

http://www.shk-ac.jp/ 奨学金 ・私費外国留学生学習奨励費
・ＪＥＥＳ奨学金
・財団法人ロータリー米山記念奨学金
・平和中島財団外国人留学生奨学金

住宅 ・学生マンション入居補助（家賃30％補助）

コロナ

その他

授業料 ・50％減免

奨学金 ・日本学生支援機構学習奨励費

住宅 ・学生マンション入居補助（家賃30％補助）

コロナ

その他

⑪いわき短期大学 ○ ○ 授業料 ・50％減免

http://www.shk-ac.jp/ijc/ 奨学金 ・日本学生支援機構学習奨励費

住宅 ・学生マンション入居補助（家賃30％補助）

コロナ

その他

１）外国において通常の課程による12年間の学校教育を修了した方。
２）上記に準ずる方で、文部科学大臣の指定した教育機関において予定の課程を修了し
た方。
３）相当の年齢に達していて、高等学校卒業と同等以上の学力があると認められる方。
４）日本語能力試験2級相当以上の日本語能力がある方。

留学生
別科

１）日本以外の国籍を持ち、外国において、通常の課程による１２年以上の学校教育
（文部科学大臣が指定する準備教育課程を含む）を修了している方。
２）日本以外の国籍を持ち、相当の年齢に達していて、高等学校卒業と同等以上の学力
があると認められる方。
３）その他本学において、相当の年齢に達し、高等学校を卒業した方と同等以上の学力
があると認めた方。

１）外国籍を有する方で、通常の課程による１２年間の学校教育を修了した方など。
２）編入の場合、大学・短大の卒業または卒業見込みの方。大学２年次修了までの単位
修得の方。
３）日本語能力N2相当以上の日本語力がある方。

○ ○ ○ ○

学部
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県内の大学等における外国人留学生の受入体制（Ｒ４年度）

学校名
R4年度

受入可否
受入規定
の有無

特別選抜
の有無

R3年度
受入実績

入学資格等 各学校における支援内容

⑫福島学院大学 授業料 開発途上国からの留学生の場合、学費の一部又は全
額免除の場合あり。

http://www.fukushima-college.ac.jp/ 奨学金 成績優秀な者若しくは本学が必要と認めた者につい
ては、奨学金を付与する場合あり。

住宅

コロナ

その他

⑬福島学院大学短期大学部 ○ ○ 授業料 開発途上国からの留学生の場合、学費の一部又は全
額免除の場合あり。

http://www.fukushima-college.ac.jp/ 奨学金 成績優秀な者若しくは本学が必要と認めた者につい
ては、奨学金を付与する場合あり。

住宅

コロナ

その他

⑭桜の聖母短期大学 ○ ○ ○ 無し 授業料 ・桜の聖母短期大学私費外国人留学生の授業料減免
規程

http://www.sakuranoseibo.jp/ 奨学金

住宅

コロナ

その他

⑮福島工業高等専門学
校

○ ○ ○ ○ 授業料 ・独立行政法人国立高等専門学校機構による私費留
学生に対する授業料免除制度あり。

https://www.fukushima-nct.ac.jp/ 奨学金 ・文部科学省外国人留学生学習奨励費へ応募可能。

住宅 ・原則、学寮に入寮。

コロナ 渡日できない留学生のために、対面授業開始後も遠
隔授業を独自に継続する。
協定校からの短期受入留学生について、本校独自に
制定したガイドラインに基づき受入の可否を判断す
る。

その他 ・日本語等の特設科目の設置、英語Ⅲ等の科目の免
除。

日本国籍以外の国籍を有する者で下記のいずれかに該当する者
（１）国際バカロレア資格を有する者で１８歳に達した者
（２）外国の学校において１２年間の教育課程を修了した者またはこれに準ずると認め
られた者

１）国費外国人留学生、外国政府派遣留学生については、高専機構本部を通じて各高専
で受け入れる。
２）私費留学生については、高専機構本部で学力試験を実施する。合格者のうち、本校
の受け入れ基準を満たした者を受け入れる。

○ ○ １）外国において、学校教育における12年の課程を修了した者
２）文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在学教育
施設の当該課程を修了した者
３）日本の高等学校卒業者及び当該年度卒業見込みの者
４）福祉学部・学科正規学生希望者は、財団法人国際教育協会及び、国際交流基金の行
う日本語能力試験において１級の認定を受けた者。

１）外国において、学校教育における12年の課程を修了した者
２）文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在学教育
施設の当該課程を修了した者
３）日本の高等学校卒業者及び当該年度卒業見込みの者
４）短期大学部・学科正規学生希望者は、財団法人国際教育協会及び、国際交流基金の
行う日本語能力試験において２級の認定を受けた者。
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http://www.fukushima-nct.ac.jp/
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