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パヤオ大学 (University of Phayao)         担当教員： 山川和彦 

概要   提携:：2014 年～ 人数：2 名交換留学生（授業料・寮費全額免除） 第 2 学期：8 月～12 月 

＜所在地＞ 19 Moo 2, Tambon Maeka,  Amphur Muang,  Phayao 56000 Thailand 
Tel +66 (0) 5446-6666    Fax +66 (0) 5446-6690  

 ホームページ  http://www.up.ac.th/en/           
＜沿革＞ パヤオ大学は、2010 年に創設された総合大学で、医学部、工学部、法学部、人文学部な

どの学部と大学院を有し、学生数は 3 万人を超える。人文学部の中には日本語学科があ

り、一学年 30 人以上のタイ人が日本語を学習している。日本語能力を有するタイ人教員

のほかに、本学大学院修了の田中博之先生をはじめに 4 人の日本人教員が勤務している。 
麗澤大学は人文学部初めての海外提携校であり、毎年本学の教員と外国語教育ワークシ

ョップを開催している。さらに毎年 2 月には 10 人ほどの本学の学生がパヤオ大学で短期

研修を行っている。 
  
＜特色＞ 交換留学システムの下で麗澤大学から派遣されてパヤオ大学で学ぶ学生は、人文学部日

本語学科に所属する。外国語としての日本語教育、日タイ対照言語学、タイ語、英語な

どの授業を履修することになる。日本に興味を持つ外国人が増加する中で、英語で交流

するのではなく、外国人にどのように日本語を教えるか、という能力は今後さらに求め

られる。日本語教師になることが目標ではない学生にも、パヤオでの学習は有意義なも

のになることは間違いない。 
バンコクが東京と変わらない大都市であるのに対して、パヤオには湖畔に広がるタイの

地方都市である。朝市が立ち僧侶の托鉢が日常の様相である。大学はＩＴが整備され、

日本語学科の学生はみな優しい。なお、タイの大学では外国人学生を含め全学生が制服

着用を義務づけられている（自己負担）。 
  
＜学生寮＞ キャンパス内の寮に入る。 
＜生活＞ 

 
 
 

パヤオ市は北部タイ・チェンライから 100km 程度南に位置している。そこからさらに

20km 離れたところに大学がある。敷地が広大であることから、キャンパス内はバス(無
料)を使って移動する。学内には食堂、コンビニ、銀行、医療センターがあり、さらに大

学周辺には、飲食店、衣料品店、コンビニも多いので生活には不便がない。学生食堂で

は一食 20～30 バーツで食事がとれる。 
＜条件＞ 第二外国語でタイ語を履修していること 
  
＜留学期間＞ 毎年 8 月から 12 月までの 1 学期間  
  
＜奨学金制度＞ 授業料・寮費全額免除のため他の奨学金は受けられない。 
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１）留学先での費用 THB/学期 円/半年 支払い方法

授業料

施設費　　　　全額免除(3名）

寮費

食事代・生活費 THB 25,000 ¥87,500 1ヶ月の生活費約1万円・生活用品約1万円

制服代 ¥3,000 　　

教材費(実費） ¥1,500 教科書2冊

合計① ¥92,000

2）渡航費用（概算）

航空運賃(概算） ¥80,000 東京・チェンライ間の参考航空運賃

航空券発券手数料（5％）
2016.8成田- Air Asia/Nok Air 片道30,000
円

航空保険料・燃油サーチャージ
チェンライ-バンコク-成田 片道

50,000円

成田空港使用料 チェンライからパヤオはタクシーで5600円

ビザ取得諸費用 ¥9,000 （留学用シングルビザ）

海外旅行傷害保険(概算) ¥44,840 4ヶ月の１例

合計② ¥133,840

留学費用概算　合計①＋② ¥225,840

３）麗澤大学への納入金

授業料 ¥415,000

施設費 ¥145,000

学友会費　　1学期のみ納入 （第1学期分3/31／第2学期分9/19）

後援会費

合計③ ¥560,000

留学費用概算　合計①＋②＋③ ¥785,840

パヤオ大学

留学費用(概算)（2016年度の概算　4ヶ月)

期日までに廣池学園経理課へ振り込む
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                    パヤオ大学 

英語クロス 

履修科目と単位認定(過去の例) 

パヤオ大学のインターナショナル・プログラムを履修する。このコースでは授業科目としての英語、タイ

語もあるが、英語で講義されるホテル・ツーリズムに関する講義・実習科目を履修することになる（例え

ば Airline Business、Marketing in Hotel and Tourism、Organization and Management など）。 
 
◆2015年 8月～2016年 2月留学  単位認定の参考例 

★国際交流・国際協力専攻 3年生の一例 （ビジネス副専攻） 

2015年 2 学期 

パヤオ大学 麗 澤 大 学 

履 修 科 目 週時数（分） 認 定 科 目 名 科目区分 単位数 

Thai Language and Culture 

English for Discussion 

Teaching Japanese as a Foreign 

Language 

Japanese Thai Contrastive Study 

Lanna Folk Performing Arts in 

Feminine Style 

18000 

海外留学上級演習 A/B 各１単位 上演 2 

海外留学上級演習 C/D各１単位 上演 2 

海外留学上級演習 E/F 各１単位 上演・外 2 

海外留学上級研究 A 上専・ゼミＢ 2 

海外留学上級研究 B/C/D 各２単位 上専 6 

海外留学上級研究 E/F/G 各２単位 上専・自 6 

小計：20単位 

◆2015年 8月～2015 年 12月留学  単位認定の参考例 

★日本語・国際コミュニケーション専攻 3年生の一例 （比較文化・比較文明副専攻） 

2015年 2 学期 

パヤオ大学 麗 澤 大 学 

履 修 科 目 週時数（分） 認 定 科 目 名 科目区分 単位数 

 

English for Discussion 

Language and Culture 

Japanese Thai Contrastive Study 

Lanna Folk Performing Arts in 

Feminine Style 

Teaching Japanese as a Foreign Language 

18000 

海外留学上級演習 A/B 各１単位 上演 2 

海外留学上級演習 C/D各１単位 上演 2 

海外留学上級演習 E  上演 1 

海外留学上級研究 A 上専・ゼミＢ 2 

海外留学上級研究 B/C  各２単位 上専・副 4 

海外留学上級研究 D/E  各２単位 上専・副 4 

海外留学上級研究 F/G/H各２単位 上専・副 6 

小計：21単位 
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