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外国人留学生に対する 

国際センターのミッション: 

 
海外からの留学生に“人生を変える”ような生

きた日本体験を提供します。OGUでの留学生活

が終わった後も、思い出し、そこからまた新た

な一歩を踏み出してくれるような経験、そして

留学生の皆さんのこれからの人生や将来に大き

な影響を与えるような経験ができる場を提供し

ます。 

目 次    
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こんにちは！ 
 

 大阪学院大学（OGU）は、留学生が日本語や日本文化を学ぶのに理想的

なプログラムを用意しています！他の大学と比べてもキャンパスへのアク

セスが非常に便利で、ビジネスとエンターテイメントの街である大阪から

10分、日本の文化の中心である京都から30分、世界でも有数の貿易港であ

る神戸から40分、古い歴史を持つ奈良からも１時間という位置にありま

す。また、日本の首都、東京からも新幹線で2時間半です。私たちが提供す

る国際交流プログラムは、先進的かつ実践的で、日本国内でも他に類を見

ない独創的なプログラムです。午前中は日本語の授業、午後は優れた講師

陣から日本やアジアに関する専門知識を英語や日本語で学ぶ授業を開講し

ます。 

 国際センターのスタッフが留学生一人ひとりにきめ細やかな対応をし、

常に個々のニーズに応じたサポートを提供しています。“人生を変えるよ

うな”、いつまでも記憶に残るような留学をしたいと考えている皆さん、

私たちは皆さんを待っています！     

 
 
 
国際センター 
大阪学院大学 
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交換留学申請の流れ（2023-2024） 
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秋学期 
2023年8月28日（月）～12月15日（金） 

  8月21日(月) 到着（関西国際空港）  

  8月23日(水) ～ 25 日(金） オリエンテーション  

  8月26日(土)     ウェルカムパーティー  

  8月28日(月)          授業開始  

10月14日(土) ～ 15日(日) 岸辺祭（学園祭） 

12月15日(金) 授業終了     

12月15日(金)   修了式  

1月17日（水） 到着（関西国際空港）  

1月18日（木)～19日（金） オリエンテーション  

1月22日（月）  授業開始   

5月10日（金）  授業終了  

5月11日（土）       修了式  

 

2023-2024 学期スケジュール 

春学期 
2024年1月22日（月）～5月10日（金）  
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 大阪学院大学の国際交流プログラムでは、午前中は総合的な日本語授業を履修し、午後は

様々な選択科目を履修することができます。選択科目は、日本語初心者から上級者まで、各レ

ベルに応じた内容になっています。 

 

JSL1～3 （総合日本語） 

JSL1～3では、読む、書く（漢字も含む）、話す、聞くという基礎的な四技能を身に付ける

ことができます。基本的な日常会話を修得し、日本での日常生活を快適に過ごすせるように

なることを目的としています。   

JSL4～5（文法、コンテンツベース授業、個別指導） 

JSL4～5では、文法の授業で日本語力を強化することに加え、実践的に日本語を使えるよう

になることを目的として、様々な内容を日本語で学ぶようにデザインされた授業を受けるこ

とができます。この授業では、現在の日本における文化的及び社会的な事情を取り上げ、そ

の内容について日本語で学びます。例えば、日本語で書かれた新聞、雑誌、本などを教材と

して使い、日本語で意見交換を行います。 

 

 

◇ オリエンテーション中に実施する日本語プレースメントテ

スト及び面接によりクラス分けされます。  

◇ JSLクラスのレベルは、参加留学生数やレベルにより変更す

ることもあります。 

◇ 毎学期全ての留学生に日本語でのプレゼンテーションが課

されます。 

科目名 秋 春 
時間数

（週） 
内容 

JSL1 （初級） ●  ● 10.5 総合日本語、サバイバル日本語と個別指導 

JSL2 （初中級） ● ● 10.5 総合日本語と個別指導 

JSL3 （中級） ● ● 10.5 総合日本語/文法、コンテンツベース授業と個別指導 

JSL4（中上級） ● ● 10.5 文法、コンテンツベース授業と個別指導 

JSL5 （上級） ● ● 10.5 文法、コンテンツベース授業と個別指導 

注）開講されるクラスは学生の人数とレベルにより異なりますので、上の表の通りに開講されるとは限りません。 

日本語授業（午前） 
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選択授業（午後） 

コースの種類 内容・言語 講義の例 
時間数

（週） 

JSC 

英語で行われる日本・アジアの社会、

文化、宗教、経済などの分野について

の講義です。 

Japanese Business Culture and Practices 

Japanese Labor Market and Emplyment 

Japanese Pop Culture 

Japanese Culture and Community 

Japanese Religious Identity in Modern Japan 

Japanese Psychotherapies 

Japanese Technology Companies 

3.5 

E-Bridge 

様々なバックグラウンドを持つ複数の

教員によるレクチャーシリーズ。教授

言語は平易な英語と日本語です。 

Hospitality in Japan 

International Relations and Japan 
1.75 

JSP 

日本の社会や文化への理解を深めなが

ら、日本語能力を向上させるための講

義です。すべて日本語で行われます。

（初級～上級向け） 

関西事情 

大阪弁 

読解・作文 

現代日本文学 

映画聴解 

実践日本文化 

初中級向け日本語会話 

1.75 

Faculty Classes 

国際学部、経済学部、外国語学部など

の学部開講科目を日本語で受講しま

す。受講には中上級以上の日本語力が

必要です。学部の学期は国際交流プロ

グラムの学期とは異なり、国際交流プ

ログラム終了後も学部の授業は続くの

で、この授業の受講を希望する場合、

帰国日に注意が必要です。国際交流プ

ログラムの学生が履修できる学部開講

科目一覧は、国際交流プログラム開始

後に実施する学部科目受講説明会で配

付します。 

国際学入門 

文化と芸術 

世界の中の日本語 

国語学 

国際マーケティング論 

マスメディア論 

広告デザイン 

ホスピタリティ・マーケティング 

現代法学 

1.75 / 
3.5 

PRセッションと交流会（定期的） 

 定期的に、各自の大学と国・地域を紹介するPRセッ

ションを実施予定です。留学生の皆さんには、学期中に最

低一度はセッションに参加してもらいますので、各大学の

グッズ、民族衣装など、PRに使用できるような物を持参

してください。 

注1）学期により開講する科目が異なります。 

注2）選択授業の一覧は、ホームページで閲覧できます。学部開講科目一覧は、国際交流プログラム開始後 

     に実施する受講説明会で配布します。  
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授業履修時間数  

 日本で生活しながら勉強することは大変なことです。そのため、授業の履修時間数を計画

的に決め、上手く時間管理をすることが大切です。最終の修得単位数は、所属大学の算出方

法により決定されますので、各大学の担当者に確認をしてください。なお、授業の出席率が

80%以下の場合、成績はF（不合格）になりますので注意してください。 

授業履修時間数の例 （初級レベルの学生の場合） 

 

授業履修時間数の例 （上級レベルの学生の場合） 

授業の種類      時間数/週 

 

JSL （60分授業×10.5 ）                                 10.5 

JSC （105分授業×2 ）     3.5 

JSC （105分授業×2 ）   3.5 

JSP （105分授業×1 ）   1.75 

                （合計 19.25 ） 

曜日・時間 月 火 水 木 金 

9:00-10:00 JSL JSL JSL JSL JSL 

10:10-11:10 JSL JSL JSL JSL JSL 

   JSL （個別）      

            

13:30-15:15 学部開講科目 学部開講科目   JSP   

15:30-17:15     学部開講科目 学部開講科目   

曜日・時間 月 火 水 木 金 

9:00-10:00 JSL JSL JSL JSL JSL 

10:10-11:10 JSL JSL JSL JSL JSL 

      JSL（個別）   

            

13:30-15:15 JSC     JSC JSP 

15:15-17:15     JSC JSC   

授業の種類      時間数/週 

 

JSL （60分授業×10.5 ）                                 10.5 

学部開講科目（105分授業×2）を2コマ   7.0 

JSP （105分授業×1 ） 1.75 

 

                 （合計 19.25 ） 
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 本学のキャンパスには、本プログラムに参加する留学生が住むことのできるド

ミトリー(寮）がありませんので、留学生は次のいずれかを選択します。 

 ①本学提携アパート  ②本学提携シェアハウス（女子学生のみ） ③各自で契約した 

                                アパートやシェアハウス 

 

①本学提携アパート 

 日本で留学生がアパートを探すのは、保証人や敷金・礼金などのシステムがあるため大変困難

です。そのため、大阪学院大学はキャンパスに近い場所のアパートと提携し、大学が保証人とな

り、敷金・礼金が不要なアパートを用意しています(一部のアパートは15,000円ほどの清掃代デポ

ジットの支払いが必要）。アパートの詳細は以下の通りです。希望する学生はハウジング申請書

で「本学提携アパート」を選んでください。アパートは大学との契約であり、基本的に、契約期

間内は退去できません。やむを得ない理由により退去を希望する場合、退去時にそれまでの家賃

に加えて最低1ヶ月分、場合によっては契約期間満了までの家賃を請求されることがあります。

また最終月はいつ退却しても、1ヶ月分の家賃を支払わなければなりません。大学が契約するア

パートは数箇所あり、以下の条件を備えています。 

 

• 家賃： ¥42,000、¥45,000、¥47,000、\58,000（ガス・電気代別途） 

• 食事なし • 門限なし 

• 小さいキッチン、ユニットバス、ベッド、電子レンジ、冷蔵庫、洗濯機、照明、机、椅子

（食器・調理具等は各自購入） 

   ※本学提携アパートに住む場合、必ず布団セット(7,000～8,000円)を購入しなければなりま 

     せん。  

   ※女子学生のアパートは、基本的に男子禁制です。  

 

②本学提携シェアハウス（女子学生のみ） 

 本学から徒歩圏内にあるシェアハウスで、現在のところ3部屋が利用可能です。希望する女子

学生はハウジング申請書で「本学提携シェアハウス」を選んでください。本学提携アパートと同

様に、シェアハウスも大学との契約であり、基本的に、契約期間内は退去できません。やむを得

ない理由により退去を希望する場合、退去時にそれまでの家賃に加えて最低1か月分、場合に

よっては契約期間満了までの家賃を請求されることがあります。また最終月はいつ退去しても1

か月分の家賃を支払わなければなりません。 

 

• 家賃：\55.000 

• その他の費用（払戻不可）：\25,000 （手数料 \10,000 + 清掃代 

\15,000） 

• 食事なし • 門限なし 

• キッチン、トイレ、シャワールーム等は他の住人とシェア 

 

 

③各自で契約したアパート/シェアハウス 

 留学生がホームステイや大学提携アパートを希望しない場合は、各自で滞在先の手配をしてく

ださい。その際、大学や国際センターのスタッフは保証人にはなりません。 

  

  ≪例≫大阪市東淀川区にあるシェアハウス  

• 礼金・事務手数料（払戻不可）：¥10.000 

• 家賃：月額¥57,000円（光熱費、ネット代と布団代込み） 

• 食事なし 

• キッチン、トイレ・バスルーム等は他の住人とシェア 

 

どこに住むの？  
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お金はいくら必要？ 

  学費 

 

 

 
 

*1 交換留学生は授業料免除ですが、 一般留学生（交換留学生以外）は、授業料 

 ¥380,000 / 学期 、¥760,000 / 年を支払う必要があります。 

 

   
   月額経費 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*2   滞在の形態によって合計金額は変わります。以下の表を参考にしてください。 

 

   

   滞在費 
 

  

*3   光熱費: 約¥10,000／月 （おおよそ、電気 ¥5,500, 水道 ¥1,500, ガス ¥3,000） 

 

授業料*1 ¥380,000 / 学期 

教科書 約 ¥3,000～5,000/学期 

学外研修 約 ¥2,000～5,000/学期 

滞在費*2 約¥60,000～80,000/月 

交通費 約¥4,000～10,000/月 

昼食 約¥20,000/月 

日本の国民健康保険 約¥2,200/月 

傷害保険 約\4,000/学期、約\5,000/2学期 

生活費 約¥30,000～40,000/月 

合計 約¥120,000-170,000/月 

形態 月家賃 食事 

大学提携アパート 
¥42,000、¥45,000、¥47,000、\58,000 

（電気・ガス代別途*3 ） 
なし 

大学提携シェアハウス ¥55,000（電気・ガス代込み ） なし 

各自で契約した 

アパート 

¥40,000～¥80,000 

（入居時の礼金、保証金: ¥100,000～

\200,000 、電気・水道・ガス代別途*3

 、家具なし） 

なし 
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何に参加できる？ 

I-Chat Loungeのイベント 
I-Chat Loungeでは、旧正月やお花見など、世界中のお祭りを祝うイベントが開催されます。

全ての学生が参加できます。  

 

岸辺祭（学園祭） 
毎年10月下旬の2日間にわたり、「岸辺祭」が開催されます。クラブやサークルなどによる

発表会、展示会、模擬店など様々な企画が催され、学生、教職員はもちろん卒業生や地域

の方々も来学し、多くの人でにぎわいます。 

 

国際交流イベント 
学期中には様々な国際交流イベントが行われます。日本人学生と知り合う良い機会になり

ます。 

 

ホームビジットプログラム 
アパートやシェアハウスに住んでいる学生向けに、日本人家庭を訪問するホームビジット

プログラムを用意しています。週末などに、日帰りや1泊2日で家庭を訪問し、日本人の生

活スタイルや習慣を学べるプログラムです。 

  

地域のイベント 

地域レベルでの国際交流として、様々な場所で行われるイベントに留学生も参加します。 
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様々なサポートと手続き 

  日本に来る留学生に対して、OGUの学生とスタッフが様々なサポートを提供します。必要な

場合は個別サポートも可能です。  

 

 

来日時の空港出迎え 
OGUスタッフと学生が留学生を空港で出迎え、ホストファミリー宅の最寄り駅やアパートまで

案内します。空港からの交通費は留学生の自己負担となります。 

 

キャンパス外のサポート 
留学生の住民票登録、国民健康保険加入、銀行口座開設等の手続きをサポートします。 

 

オリエンテーション実施 
秋学期は3日間、春学期は2日間のオリエンテーションを実施します。授業に関すること、クラ

ス分けに関すること、住居に関すること、各種保険や銀行口座開設など生活面に関することな

ど、留学生活で必要な情報を提供します。 

 

BUDDYプログラム 
留学生一人一人にOGU学生が来日後のサポートをしてくれるプログラムです。 

 

日本の国民健康保険 
OGUは、すべての外国人留学生に対して日本滞在中の日本の国民健康保険への加入を義務づけ

ています。加入申込書は、留学生が居住している市役所や区役所に提出します。保険料は、平

均月に2,200円程度です。国民健康保険に加入すれば、医療費の70％を国が負担し、留学生の負

担は残りの30％となります。 
 

☛母国で健康保険や傷害保険に加入している如何に関わらず、留学生には日本到着後、日本の

国民健康保険への加入を義務づけています。加入しない場合は、学生を帰国させるなどの処置

がとられることもあるので必ず加入しなければなりません。 
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OGUにはどんな施設があるの？ 

図書館 

図書館は1977年4月に竣工されました。静かで、アカデミッ

クな雰囲気の中で勉強や研究をすることができます。建物は

地上3階、地下2階から成り、閲覧席は約1,100席。書籍の収蔵

冊数は、現在約118万冊にのぼります。 

開館時間：月～土：9:00-20:00 日祝休館 

（長期休暇中は開館時間が変更になります）  

I-Chat Lounge（13号館） 

The International Chat Lounge （I-Chat）は学生が居心地の良い

雰囲気の中で外国語でのコミュニケーション能力を高めるこ

とのできる場所です。I-Chatでは日本人の学生と知り合い、外

国語で交流でき、外国人の先生とも出会うことができます。

各国の文化や年中行事に関連した楽しいイベントが一年中開

催されています。無料のドリンクを提供していますし、Wi-Fi

の使用も可能です。 

食堂、ベーカリー、カフェ、コンビニ等(12号館) 

キャンパスには、12号館に2つの食堂、ベーカリーとコンビ

ニエンスストアがあります。また、13号館のI-Chat Loungeの

前にはカフェが設置されています。さらに、各カフェテリア

と体育館の1階南側にあるK.M.36BANCHIには、自動販売機も

設置されています。  

パソコン実習室（2号館、12号館、16号館など） 

学生が利用できるパソコン教室がキャンパス内に設置されて

います。入室時に学生証が、パソコンへのログインには

OGUNET IDが必要です。印刷もできますが、印刷用紙（A4サ

イズ）は各自が用意してください。利用可能な時間帯と部屋

番号は毎週パソコン教室の前に掲示されます。 

国際センター（1号館） 

国際センターオフィスおよびラウンジは、キャンパス内1号

館1階にあります。また国際センター所属の教員や日本語教

員の研究室も同じ建物の3・4階にあります。 

事務取扱時間：月～土：9:00－17:00 
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日
本
語
 

クラブ・サークル活動 

たくさんのクラブやサークルがあり、数は少ないものの留

学生が参加できるクラブやサークルもあります。参加を希

望の学生は、国際センターに問い合わせください。  

通信環境 

1号館とI-Chat Loungeでは留学生用の無料Wi-Fiが使えます。

自国の家族や友達との連絡には、InstagramやLINE,等その他

のソーシャルネットワークを使う学生が多いです。 

保健センター（12号館） 

12号館3階にある保健センターでは、軽症の処置が受けら

れます。 

日本の銀行キャッシュカードとATM （13号館） 

日本の銀行で作ったキャッシュカードで現金を引き出した

り、預けたりできるATM （三菱UFJ銀行とゆうちょ銀行）が

13号館2階に設置されています。海外で発行されたクレ

ジットカードから現金の引き出しも可能ですが、すべて

カードが使用できるわけではありませんので気を付けてく

ださい。  

スポーツ施設（20号館） 

20号館にOGUのフィットネスセンター（le soleil）がありま

す。留学生は必ずオリエンテーションの際にフィットネス

センターの見学をし、利用方法についての説明を受けなけ

ればなりません。利用する際は学生証、着替えと室内

シューズが必要です。  

ブックセンター（紀伊國屋書店）（13号館） 

教科書、参考書、辞書、文房具、OGUのオリジナルTシャ

ツ、有名なOGUアロハシャツなどを購入できます。書籍

（雑誌含む）は10％オフで購入できます。 

営業時間: 月～金：8:45-17:00  

（長期休暇中は営業時間が変更になります。） 
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日本の通貨 

日 本 に は、4 種 類 の お 札（¥1,000,  ¥2,000,  ¥5,000, 

¥10,000）と 6種類の硬貨（¥1,  ¥5,  ¥10,  ¥50,  ¥100, 

¥500）があります。日本では現金が主流ですが、ほとんど

の場所でクレジットカードが使用できます。 

 

消費税 

ほぼすべての商品と消費者が使用するサービスには、10％

の税金がかかります。表示価格は、すでに税金が含まれて

いる場合が多いです。 

 

チップ 

日本では、チップの習慣はありません。ホテルやレストランでは、請求料金にサービス料が含ま

れている場合が多いです。 

 

大阪府 
約1,890平方キロメートルの広さで、全国土面積の0.5%を占めています。大阪府は都道府県の中で

2番目に小さいです。しかし、人口は880万人で、日本の人口の7%を占めており、東京と神奈川に

次いで3番目に人口の多い都道府県です。 

 
気候 
冬 （12月 – 2月） 

太平洋に沿った平野地域では、冬に気温が摂氏零度を下回ることはほとんどなく、晴天の日が多

いため、空気が乾燥しています。中部や北部の地域は、ウィンタースポーツの名所が数多くあり

ます。日本列島の南側は、比較的温暖で、冬も過ごしやすいです。 

衣服：コート、セーター 

春 （3月 – 5月） 

梅の花が咲く頃になると、寒い冬が終わり、春がもうそこまで来ていま

す。続いて、3月末から4月には桜が開花します。 

衣服：薄手のジャケットやセーター 

夏 （6月 – 8月） 

日本の夏は、6月の3、4週間の梅雨から始まります。この時期は農家が

お米の苗を植える大切な時期です。7月から9月中旬にかけては、極度に

蒸し暑い日が続き、多くの日本人が海で泳いだり、涼しいリゾート山岳

地域でのんびりと過ごしたりします。またこの時期は、日本中で祭りや

イベントが目白押しです。 

衣服：綿100%の薄手の服 

秋 （9月 – 11月） 

秋は、木々が秋の色に変わり、心地よい気候に変わるため、多くの人々が公園や庭園へ足を運び

ます。また多くの展覧会、音楽コンサート、スポーツイベントが開催されます。 

衣服：薄手のジャケットとセーター 

 

役立つリンク集  

 

外務省 http://www.mofa.go.jp 

日本学生支援機構 http://www.jasso.go.jp/ryugaku/index.html 

日本国際観光振興機構 http://www.jnto.go.jp/ 

Japan Travel and Living Guide http://www.japan-guide.com/ 

日
本
語
 

日本について 
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日
本

語
 

留学生の声 

バーブラ  

(プラハメトロポリタン大学, チェコ) 

Q1 どうして留学先として日本を選びましたか？  
15歳で日本語を勉強しはじめました。そして、実際に日本に

行って、日本語を学び、日本文化を経験し、いろいろな人に出

会いたいと思っていました。  
 

Q2. 日本語授業で一番の思い出は何ですか？  
宿題は多かったですが、その分日本について多くのことを学ぶ

ことができました。また、とても面白いことに、日本だけでな

く自分の国についても学ぶ機会になりました。そして、もちろ

ん、今まで知らなかった新しい言葉をたくさん学びました。こ

の留学で忘れることのない思い出がたくさんできました。 

曽実(西南財経大学, 中国) 

ジャンフン   

(韓国外国語大学校、韓国)  

 

Q1 大阪学院大学はどうでしたか？  
大阪学院大学のキャンパスは美しいです。授業はとても興味深

いですし、スタッフはとてもフレンドリーです。スタッフの皆

さんにはいろいろと助けてもらいました。 
 

Q2. 一番記憶に残った経験を教えてください。  
大阪学院大学で多くのことを学びましたが、一番印象に残って

いるのは、京都の名所を訪れたことです。また、吹田の「くわ

い」の収穫作業に参加したことも印象深いです。そこで、多く

の日本人の友達ができました。  

Q1 Buddyと一緒にしたことの中で一番記憶に残ったことは何で   

  すか？ 

9月だったかと思いますが、Buddy学生と一緒にヨドバシカメラ

に行ったことが一番記憶に残っています。そこで日本の家電製

品を見た後、皆で日本の焼肉を食べました。 
 

Q2. 新しい留学生に伝えたいメッセージは？  
大阪学院大学は校舎は綺麗ですし、良い先生が多くいらっしゃ

います。楽しい留学生活を過ごしてください。 
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日
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短期日本語研修プログラム（冬期）  

2024年1月末から2月下旬 

 

短期日本語研修プログラムもあります！ 

  大阪学院大学は夏と冬にそれぞれ4週間（2週間のオンライン＋2週間の対面）の短期プ

ログラムも提供しています。様々な国から来る留学生たちの多様なニーズに応えられるよ

う、日本語、日本文化、観光、イベントなど盛りだくさんのプログラムとなっています。

参加した学生にとって一生忘れられない経験になることでしょう。各プログラムの日程は

以下の通りです。 

 

短期日本語研修プログラム（夏期） 

2023年7月3日から7月29日 

Follow Experience Japan @ OGU on Facebook! 

● 詳細については、また以下のリンクから確認をお願いします。 

     https://www.osaka-gu.ac.jp/english/int_exchange/st_programs/experience.html） 

https://www.facebook.com/pages/Experience-Japan-at-OGU/341215719277794
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OGUへの交換留学が可能な提携大学は？ 

日
本
語
 

 Australia 

CQ大学 

サンシャインコースト大学  

Lithuania 

ビリニュス大学  
 

 Austria 

クーフシュタイン・チロル専門大学 

Malaysia 

ベルジャヤ大学 
 

 Barbados 

ウエストインディーズ大学 

 ケイブヒル校  

Mexico 

セティス大学 
 

 Belgium 

EPHEC大学  

The Netherlands 

フォンティス応用科学大学  
 

 Canada 

フレーザーバレー大学 

メディシンハット大学 

ロッキーズ大学  

The Philippines 

サンカルロス大学          

エンデラン大学 

 

 China 

大連工業大学、西南政法大学 

広東海洋大学、北京大学法学院  

西南財経大学、香港理工大学 

Romania 

ティミショアラ西大学  
 

 Czech Republic 

プラハメトロポリタン大学  

South Africa 

ネルソンマンデラ大学 
 

 Finland 

ハーガヘリア応用科学大学 

ラウレア応用科学大学 

サタクンタ応用科学大学 

Spain 

サンホルヘ大学  
 

  France 

オルレアン大学、トゥールーズ第1大学  

ISCID、ESCE 

ノルマンディー・ビジネススクール 

Sweden 

イエブレ大学 

リネアス大学  

 

 Germany 

マインツ専門大学 

バイロイト大学、トリア大学 

Taiwan 

 静宜大学、南台科技大学 

大同大学、文藻外語大学 

実践大学  

 

 Iceland                                                          

アイスランド大学 

Thailand 

バンコク大学 

コンケーン大学 

  

 

 Indonesia                                                          

ビヌス大学 

USA 

アラスカ大学フェアバンクス校 

メリーウッド大学 

セント・トーマス大学 

 

 Italy 

ブレシア大学  

 
Korea                                                          

ペジェ大学、ペッソク大学      

スンチョンヒャン大学、アジュ大学 

スンミョン女子大学、ハルリム大学  

ダングック大学、インハ大学 

 

ミシシッピ大学 

コスタルカロライナ大学 

カリフォルニア州立大学モントレーベイ校 

センテナリー大学 
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OGUはどこにある?  

JR岸辺駅  

 
 
 
 
 
 

 

 

阪急正雀駅  
 

東海道本線 大阪---（普通）---岸辺 （約12分） 

東海道本線 新大阪---（普通）---岸辺 （約7分） 

東海道本線 京都---（快速）---高槻---（普通）---岸辺 （約26 分） 

東海道本線他 関西空港---（特急はるか）------新大阪 ---（普通）---岸辺 （約78分） 

京都線 梅田（大阪）---（普通）---正雀 （約20分） 

京都線 河原町（京都）---（特急）---茨木市---（普通）------正雀 （約34分） 
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大阪学院大学 国際センター 
〒564-8511 大阪府吹田市岸部南二丁目36番1号 

Phone:+81-6-6381-8434      Fax:+81-6-6381-8499 
E-mail: inoffice@ogu.ac.jp 

http://www.osaka-gu.ac.jp/english/int_exchange  

http://www.osaka-gu.ac.jp/english/int_exchange/index.html

