
 

 2022 年夏期 リヴァプール大学留学（有償）募集要項 

2021年 10月 

 

  

今般、千葉大学は英国リヴァプール大学（University of Liverpool, 以下、「リヴァプール大学」

という。）と授業料に係る Agreement を締結し、本学の学部学生が本学の推薦を受けて Visiting 

student としてリヴァプール大学に留学する場合、リヴァプール大学の定める授業料の 10％割引を

受けることができるようになりました。 

ついては、2022 年夏期より、当該 Agreement によりリヴァプール大学への留学を希望する学生を、

以下のとおり募集します。 

ただし、留学候補者（以下、「候補者」という。）となった場合でも、新型コロナウイルス感染症の

世界的な流行拡大に伴い、先方大学及び本学の両方において安全の確保が見込めると判断できるま

では、留学を認めるものではなく、あくまで、留学が可能となった場合に、渡航することを認める

ものであることをご承知おきください。なお、本学が定める渡航可否判断基準については、随時本

学の公式ウェブサイト（https://www.chiba-u.ac.jp/）を確認してください。 

 

Ⅰ. リヴァプール大学への留学について 

本学がリヴァプール大学と締結している Agreement（以下、「Agreement」という。）の内容に基づ

き、本学が推薦する学生としてリヴァプール大学に出願し、受入れが許可された場合、リヴァプ

ール大学の定める授業料の 10％割引が適用されます。 

留学先大学での授業料が不徴収となる千葉大学海外派遣留学プログラムとは異なり、リヴァプー

ル大学の定める授業料を納付する留学となりますので、授業料を含む留学費用を用意することが

できるかを十分検討したうえで、応募してください。 

本募集に応募し、所属学部から推薦のあった者は、本学での審査を経て、本学が推薦する候補者

としてリヴァプール大学に出願することができ、出願後、リヴァプール大学により留学生として

の受入れを許可された場合に、上記の授業料割引を受ける Visiting student として留学すること

ができるものです。 

 

１. 応募にあたっての注意事項 

語学研修留学とは異なり、現地の学部生等と同じ授業・試験を受けながら、現地の学生のひとり

として学びを深める留学であるため、授業の履修に足る語学力を有することが前提であることに

十分留意してください。 

応募にあたっては、リヴァプール大学が定める語学基準・成績基準はもとより、学修したい内容

を学ぶことができるか、留学生活を送るにあたっての経済的な準備が可能か、生活環境に適応で

きそうか等を、具体的によく調べるようにしてください。 

また、留学までに必要な学修面・生活面の準備、帰国後の学修・履修計画、就職活動の時期など、

留学期間中だけでなくその前後を含めた学びと進路に関わる全体像を、しっかり考え、計画した

上で応募してください。 

なお、出願、査証取得、留学先住居の契約などは、本学が仲介するものではなく、リヴァプール大

学の指示などにより各自で行ってもらうものとなりますので、それぞれに必要な書類や手続に要

する時間等についても、リヴァプール大学のホームページ等を確認するなど、応募にあたって事

前に調べておいてください。 
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２. 授業料および学位について

(1) 本学が推薦し、リヴァプール大学により受入れを許可された学生（以下、「「学生」」という。）

は、リヴァプール大学の定める授業料を納付しなければなりません。ただし、10％の授業料

割引を受けることができます。

(2) リヴァプール大学は、留学中の「学生」にいかなる種類の学位も授与することはなく、その

義務も負いません。

３. 出願について

(1) リヴァプール大学での受入れ開始時点において、学部において１年以上の学修を終えている

学部学生が対象です。

(2) 「学生」は、リヴァプール大学の出願手続きに従う責任があります。学修するコースについ

ては、リヴァプール大学が示す、留学生が履修可能なコース一覧を調べたうえで、決定して

ください。

(3) リヴァプール大学は、履修要件や語学要件※１を満たしていることを条件に、「学生」の履修登

録を許可します。
※１語学要件については、Ⅱ．応募資格を参照してください。

(4) School of Architecture, Dentistry, Veterinary Science, Health Sciences, Law, および

Management School を通して提供されるコースにおいては、留学生が履修することができな

い特定のモジュールが含まれています。これら履修制限のあるコースの一覧は、“Guide to

Choosing Modules”で確認することができますので、応募の前に、以下の URLから必ず確認

してください。

https://www.liverpool.ac.uk/study-abroad/inbound/study-in-liverpool/academic/ 

(5) 志望する分野において、定員を上回る出願があった場合や、リヴァプール大学において学生

の要望を支援することが難しいと判断する場合には、受入れが許可されないことがあります。

（本学からリヴァプール大学への推薦人数の制限はありません。）

(6) リヴァプール大学が出願内容について適切でないとみなした場合、受入れが許可されないこ

とがあります。

４. 「学生」の責務

(1) 授業料およびその他就学に係る費用をリヴァプール大学へ支払うこと。

(2) 渡航費、寮費、生活費を含む自身の留学費用についても支払い能力を持つこと。リヴァプー

ル大学は、いかなる理由であっても、「学生」に資金を提供する責任を負いません。

(3) 査証、旅券およびその他の留学に必要な書類を揃えること。

(4) 留学期間中の寮の手配を自身で行うこと。リヴァプール大学キャンパス内の寮への入居は、

確実に保証されるわけではありません。

(5) 本留学期間中の学修内容について、本学の指導教員の同意を得ること。

(6) 英国の法律およびリヴァプール大学の規則や手続きを遵守すること。

(7) 海外旅行保険※２および健康保険に必ず加入すること。
※２５．(4)を参照してください。

５. 本学での取扱い及び留意事項

(1) 上記１～４に示された事項をすべて理解し、承諾すること。

(2) 本学の定める誓約書に記載の事項に従うこと（誓約書は別途示します）。

(3) 学務部留学生課及び所属学部等で定める手続き、書類の提出などを遅滞なく行うこと。また、

留学生課が実施する各種ガイダンス（危機管理ガイダンス、渡航前ガイダンス等）に必ず参
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     加すること。 

(4) 渡航にあたっては、本プログラムが指定する海外旅行保険及び危機管理サービス（留学生ト

ータルサポートプログラム※３）に加入すること。
※３詳細は、以下の URLを参照してください。

https://www.ryugaku.chiba-u.jp/2cbbab61b1a743e1103fc5e08bf4fa5a.pdf

(5) 留学期間は、リヴァプール大学における「Semester1」もしくは「Full Year」、または「Study

Abroad plus 6-week もしくは 10-week course」の期間※４とします。
※４６．を参照してください。

(6) 留学期間中に修得した単位は、本学で所属する学部の定めるところにより、単位の認定を申

請することができます。詳細については、予め所属する学部で十分に確認してください。

(7) 本学とリヴァプール大学との Agreementにより、リヴァプール大学の授業料は通常の

Visiting studentsの授業料の 10％割引となります。

(8) 留学中の本学における在籍身分が留学または在学の場合、留学期間は、本学の卒業に必要な

在学期間として算入できます。ただし、その場合には、本学の授業料を納めると同時に、リヴ

ァプール大学へも授業料を納めることとなります。留学中の本学における在籍身分が休学の

場合、休学期間は本学の卒業に必要な在学期間として算入できません。ただし、休学中につ

いては、本学の授業料は発生しません。

６. 授業期間および授業料について

授業期間および授業料は、年度によって異なります。2021年夏期の授業期間および授業料を参

考として記載します。

※５Direct Entryとは、語学基準を満たしている場合に、英語研修期間を経ることなく、リヴァ

プール大学の学期開始時点から、直接学部の授業履修を開始することを指します。
※６Study Abroad plus 6-weekおよび 10-weekコースは、Direct Entryで示す語学基準を満た

すためのサポートが必要な留学生のために用意された英語研修コースです。英語レベルをも

とに、6週間または 10週間のコースを選択します。各コースの語学基準については、Ⅱ．応

募資格を確認してください。
※７Study Abroad plus 6-weekおよび 10-week course で示している授業料は、コース終了後の

各学期の授業料も含みます。Study Abroad +English（6-weekまたは 10-week）を受講する場

合についても、上記の授業料から 10%割引となります。

（リヴァプール大学 参考 URL）

Semester or Full Year Abroad：

https://www.liverpool.ac.uk/study-abroad/inbound/study-in-liverpool/ 

Full Year

Tuition Fee

£16,350

£17,265
※７

£18,915
※７

02/08/2021

-03/06/2022

05/07/2021

-03/06/2022

Study Abroad plus

6-week course
※６

Study Abroad plus

10-week course
※６

27/09/2021

-20/01/2022

02/08/2021

-28/01/2022

05/07/2021

-28/01/2022

£10,560
※７

£12,210
※７

Semester 1
Semester 1

Tuition Fee
Full Year

Direct Entry
※５ £8,900

27/09/2021

-03/06/2022
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Study Abroad +English： 

https://www.liverpool.ac.uk/study-abroad/inbound/study-abroad-english/ 

Ⅱ. 応募資格 

(1) 2022年夏期に留学を開始することを希望する者であること。

(2) 留学期間中をとおして、本学に在籍している学部学生であること。

(3) リヴァプール大学での受入れ開始時点において、学部において１年以上の学修を終えている

こと。

(4) 所属学部学務担当係への書類提出締切日において、リヴァプール大学が定める成績基準およ

び語学基準を満たしていること。

＜成績基準について＞ 

応募時における本学での累計 GPAが 3.0以上であること。 

＜語学基準について＞※１ 

各学部の語学基準  

Study Abroad +Englishコースの語学基準 

※１IELTSおよび TOEFL iBT以外の語学試験の基準については、リヴァプール大学の公式ウ

ェブサイトで確認してください。なお、本募集要項で示す語学基準は、本募集要項作成

時点での情報です。必ず、リヴァプール大学の公式ウェブサイトで最新の情報を確認し 

てください。 

IELTS

Academic

6.5 with minimum 5.5 in

each component

6.0 with minimum 5.5 in

each component

6.5 with minimum 5.5 in

each component

7.0 with minimum 6.5 in

each component

TOEFL iBT
Minimum 88 overall with

L 17 W 17 R 17 and S 19

Minimum 78 overall with

L 17 W 17 R 17 and S 19

Minimum 88 overall with

L 17 W 17 R 17 and S 19

Minimum 100 overall with

L 21 W 21 R 21 and S 23

*Health Sciences

-Nursing, Occupational

Therapy, Diagnostic

Radiography, Radiography,

Orthoptics

Faculty
Humanities and Social

Sciences
Science and Engineering Health and Life Sciences*

6-week English programme requirement 10-week English programme requirement

Humanities and

Social Sciences

Overall score 6.0 with minimum of 5.5 in

each component

Overall score 5.5 with minimum of 5.5 in

each component

Science and Engineering
Overall score 5.5 with minimum of 5.5 in

each component

Overall score 5.5 with minimum of 5.0 in

each component
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III. 応募方法

１．応募必要書類 

① リヴァプール大学留学 志望票

② 語学力証明書 (外国語検定試験結果の写し)

リヴァプール大学が定める語学基準を満たしているもの。

③ 指導教員推薦書（様式1）

指導教員がいない場合には、クラス担任、学年担任などの先生に書いていただくこと。

わからない場合には、各学部等の学務担当係に相談してください。

④ 成績通知表（リヴァプール大学の定めるGPA基準を満たしているか、留学生課で確認しま

す。応募者が用意する必要はありません。）

２．書類の作成手順と提出方法（別紙【書類提出の流れ】も参照のこと）

(1) 「１．①」を作成してください。

(2) 「１．③」の作成をお願いする教員に、本要項および「１．①及び②の写し並びに履修状況等

のわかるもの」を持参して、本募集に応募したい旨について説明し、「１．③」作成の内諾を

得るとともに、作成した「１．③」を提出締切日までに直接、所属学部の学務担当係に提出い

ただくようお願いしてください。

(3) 「１．①及び②」を、所属学部学務担当係への提出締切日までに提出してください。窓口への

提出が難しい場合には、郵送による提出も差し支えありません。

ただし、郵送の場合には、提出を郵送で行う旨を、必ずあらかじめ学務担当係に連絡すると

ともに、締切日までに学務担当に書類が到着するよう、日程に余裕を持って送付してくださ

い。締切日以降に担当係へ到着した書類については、原則として受理しません。また、個人情

報・成績情報を含むため、簡易書留にて送付してください。

所属学部学務担当係への提出締切日：2022年 1月 19日（水）（必着） 

IV．応募後の手続きについて（予定） 

１．書類審査 

  本学で応募書類を精査し、推薦の可否を審査します。結果については、2 月上旬にお知らせ 

  します。 

２．推薦（nomination） 

推薦可と認められた学生について、留学生課からリヴァプール大学に候補者として推薦を行い

ます。推薦手続き終了後、出願について、留学生課から候補者にお知らせします。 

出願後、リヴァプール大学による審査が行われ、受入れ可と判断された場合、入学許可書類が 

交付されます。 

V. 本募集要項に関する問い合わせ先

学務部留学生課留学推進係

電 話：043-290-2200

メール：kaigai-ryugaku(at)office.chiba-u.jp

 ※(at)は@に置き換えてください。 

留学生課留学支援室ホームページ：https://www.ryugaku.chiba-u.jp/ 
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別紙
参考　【書類提出の流れ】

※留学⽣課からリヴァプール⼤学へ候補者推薦後、候補者⾃⾝が⾃⼰の責任に
 おいて、リヴァプール⼤学に出願する。

留学希望者 指導教員

所属学部等の学務担当係

留学⽣課

書類③作成依頼

推薦書＋書類①～③

提出

書類①、②

作成・提出
書類③

作成・提出
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氏名 ローマ字

ふりがな

漢字

受験日

受験日

受験日

受験日

備考

　2022年夏期　リヴァプール大学留学　志望票

XXXXXX@student.gs.chiba-u.jp

学科・専攻・コース

2020年度入学／2年

20Z●●●●x

入学年度／学年

学生証番号

国籍

Chiba Hanako 生年月日（年齢）

指導教員所属/氏名 国際教養学部　 ▲▲教授

所属等

Email

（必ず毎日確認するもの）

ちば　はなこ

千葉　花子

2001年01月01日（満20歳）

日本

学部

連絡先

080-××××-××××

国際教養学部

国際教養学科

2021年●月×日86

Email（携帯）

携帯電話番号

語学力

（スコア又はレベルを記入）

2020年●月×日61PTE

CAE 176 2021年●月×日

TOEFL iBT

2021年●月×日IELTS 6.5

リヴァプール大学の求める語学基準・GPA等について、大学のホームページで最新の情報を確認しました。（最終確認日：2022年●月×日）

リヴァプール大学の求める語学基準・GPA等について、自分が基準を満たしていることを確認しました。（最終確認日：2022年●月×日）

留学期間 （どちらかを丸で囲むこと） 　　Semester 1  　／ 　  Full Year

Study Abroad plus

English courseの受講
（いずれかを丸で囲むこと）  6-week 　／ 　10-week   ／ 　受講しない

リヴァプール大学について

志望学部・研究科 Humanities and Social Sciences

チェック

チェック

チェック

チェック

ここで入力した語学力証明書を書

類②として提出します。 

学生ポータルの情報を最新の情報

に更新してください。 

パスポートを持っている場合： 

パスポートと同じローマ字表記で

記入してください。 

パスポートを持っていない場合：

ヘボン式表記をお勧めします。

必ず自分で最新の情報を確認し、最後に確認した日付を記入する

とともに、☑を入れること。☑のないものは、受理しません。 
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リヴァプール大学留学書類(様式 1)

この用紙は、留学生課留学支援室ホームページ（https://www.ryugaku.chiba-u.jp/）でダウンロードできます。また、同ページに「指導教員推薦書を書 

くにあたってのお願い」も掲載しておりますので、ご一読ください。 

指導教員推薦書 

記入日：

教員所属 
学部 

職名 

教員氏名 連絡先 
内 線： 

メール：

□学生との関係および意見書を記入するに至った経緯をご記入ください。

□次の各項目についてご記入ください。

■学力 -論理的思考能力、課題に対する分析力等の学習能力を備えているか

■学習態度 –授業、ゼミなどへの参加態度、発言、意欲などについて

■コミュニケーション能力 –適応性、柔軟性を備えているか

■留学生としてリヴァプール大学へ派遣するにあたり御意見等、ご記入ください。

注 1）複数ページとなってもかまいません。記入欄内に書ききれない場合には、裏面もしくは別紙にご記入ください。 

注 2）教員から学務担当係に直接提出願います。 

学生氏名
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