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ナレースワン大学 (Naresuan University)         担当教員： 山川和彦 

概要   提携:：2017 年～人数：交換留学： 1 年 1 名または半年 2 名（授業料・寮費全額免除） 
 第 1 学期：6 月～10 月、第 2 学期：11 月～3 月 ＋1 ヶ月事前語学研修参加 

＜所在地＞ 99 Moo.9 T. Tapho, Muang, Phitsanulok 65000, Thailand 
Tel: +66 (0) 55 962380     Fax:+66 (0) 55 962380 

 ホームページ  http://www.nu.ac.th/          E-mail: naresuan@nu.ac.th 
＜沿革＞ ナレースワン大学は、この地出身でアユタヤ王朝期に王になったナレースワン大王

にその名が由来する。大学として設立するのは 1990 年、人文学部、医学部、芸術学

部をはじめ 22 学部からなる。タイを代表する国立大学である。麗澤大学とは 2017
年から学生の相互派遣を開始した。人文学部東洋言語学科では、麗澤大学大学院を修

了したソーパー・マツナリ先生、松原潤先生が教鞭を取っている。学生数約 2 万人、

うち留学生約 200 人。 
＜特色＞ このプログラムで留学する学生は、ナレースワン大学人文学部に所属し、主として英

語学科の授業を履修する。英語で行われる授業を履修するが、教員は外国人母語話

者、英語圏で学位を取ったタイ人教員である。さまざまな英語に接する機会ともな

る。一つの授業は週 240 分、2 時間続きのクラスが週二回行われる。タイ人学生と一

緒に授業を受け、交流していくので、英語力をつけるだけでなく、卒業後にアジア圏

とのかかわりを持っていきたいと考える学生にとっては、ぜひとも留学してもらい

たいプログラムである。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）となる。また、中間テストと期末テストがあり、

出席は厳密に管理され、授業中の飲食は禁止されている。 
＜学生寮＞ キャンパス内に学生寮（4 人部屋）があるほか、大学周辺に民間のアパートがある。

タイでは外食がふつうであることからキッチンスペースはついていない。コインラ

ンドリーは、寮またはアパートに併設されている。 
＜生活＞ 

 
 
 

大学があるピサヌロークはタイ北部の都市で、バンコクから 370Km、飛行機で 1 時

間、バスで 5 時間程度かかる。町はスコータイ遺跡の入口に当たることから、外国人

旅行者も多い。大学は町の中心から車で 20 分。学内からバスもある。 
大学キャンパスは広く、緑も多く、学内には電気バスも走っている。医学部の診療施

設、図書館やプールも併設され、またコンビニ、ATM も学内にある。学生食堂のメ

ニューも充実している。大学周辺には飲食店も多い。一か月の生活費は 15000 円相

当。他大学からの日本人留学生は 1～2 名なので、自律的に行動し、学習することが

求められる。日本の生活をそのまま持ち込むのではなく、タイでの生活様式に慣れ

て、多様な文化、価値観に適応できるスキルを体得してもらいたい。 
＜条件＞ TOEFL 470 点または TOEIC500 点以上 
 第二外国語でタイ語を履修している事が望ましい。 
＜留学期間＞ 第 1 学期（6 月～10 月）から第 2 学期（11 月～3 月）までの 1 年間 1 名、又は第 2

学期からの 1 学期間 2 名。いずれも 1 ヶ月前に出発し、付属の語学センターで事前

研修（英語）を受講する(有料)。 
＜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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1/2年次 3/4年次

4月 4月 留学最終説明会

留学出発

5月　　 5月 English preparation course受講　2019.5

　　　　

6月　　 6月

第1学期　Jun. 24, 2019～Oct. 27

7月 7月

8月 8月

9月　　 9月

10月 10月

第1学期終了　Oct.27　2019

11月 募集説明会 11月

留学申込〆切　｢留学願」｢スコアコピー」｢留学支援アンケート」

｢誓約書」「パスポートコピー」｢成績証明書GPA付」

第2学期 Nov.25～Mar. 29, 2020

学科による選考・留学許可

12月 12月

1月 1月

留学先書類提出：　

留学事前セミナー

2月 2月上旬(国際交流センターから留学先へデータ送付） 2月

原本は持参

ナレースワン大学入学許可書到着

渡航手配・ビザ申請(渡航準備説明会）

3月　　 3月

在京タイ王国大使館で留学ビザを申請する。

※ビザ申請は予約制。必要書類をそろえて本人が出向く。翌日発行。

シングルビザの有効期間は3ヶ月(申請時の提出書類は3ヶ月以内の物） 第2学期終了　Mar. 29, 2020　　帰国

　　　　　　　　　　   ナレースワン大学（Naresuan University) 　　 担当教員：山川　和彦

・Application form (写真貼付）
・Academic Record（成績証明書）
・Certificate of Enrollment（在籍証明書）
・英文推薦状
・Statement of purpose
・パスポートコピー
・写真2枚（4×3）

・Certificate of Health examination(提携書式なし）
・TOEFL/TOEICスコア

留学ビザ申請に必要な書類

・パスポート(有効期限6ヶ月以上で余白1P以上）

・ビザ申請書(WEBからプリントアウト）

・証明写真2枚（3.5×4.5、申請書内に貼付）

・航空券もしくは予約確認書

・英文履歴書(HPよりプリントアウト）

・英文入学許可証原本Ⅰ部(タイ側）

・英文推薦状原本

・申請料（マルチプル 22,000円/ シングル 9,000円）
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１）留学先での費用 円/5ヶ月 円/10ヶ月 支払い方法

授業料

施設費　　　　全額免除(1年留学1名、又は半年留学2名）

寮費

食事代・生活費　THB5,000/月 ¥87,500 ¥175,000 外食が一般的。学食の値段はＴＨＢ40程度。

制服代：　白ワイシャツ、ブレザー ¥3,000 ¥3,000

　黒スカート、靴は黒のパンプス ＊ブレザーは場合により借用可

English preparation course 事前英語研修（5月4週間）

事前研修中の寮費

教材費(実費）

合計① ¥90,500 ¥178,000

2）渡航費用（概算）

航空運賃(片道+片道）概算 ¥106,000 ¥106,000 タイ航空正規割引料金　2016年の例

航空券発券手数料（5％） 成田-バンコク/￥56,000

航空保険料・燃油サーチャージ バンコク-成田/￥50,000

成田空港使用料 　*ＬＣＣ　2019.424発片道の例　￥41.656

ビザ取得諸費用
(留学用シングルビザ）

¥9,000 ¥9,000 マルチプルビザ\22,000

タイで延長手続（THB1,900) ¥6,650 ¥6,650

学研災付帯海外留学保険 ¥38,400 ¥81,420 拡充プラン5ヶ月/10ヶ月の例

合計② ¥160,050 ¥203,070

留学費用概算　合計①＋② ¥250,550 ¥381,070

３）麗澤大学への納入金

授業料 ¥415,000 ¥830,000

施設費 ¥150,000 ¥300,000

学友会費　　1学期のみ納入 ¥6,000 （第1学期分3/31／第2学期分9/19）

後援会費 ¥30,000

合計③ ¥565,000 ¥1,166,000

留学費用概算　合計①＋②＋③ ¥815,550 ¥1,547,070

ナレースワン大学

留学費用(概算)（2019年度の概算)

期日までに廣池学園経理課へ振り込む

学生寮は学内にあるが、個室を希望する場合
は大学から数分のところにアパートがある。光
熱費込で3500ＴＨＢ/月程度 約4.9万円/4ヶ月
11万円/9ヶ月
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                    ナレースワン大学 

英語クロス 

履修科目と単位認定例 

ナレースワン大学人文学部に所属し、同学部英語専攻の科目、国際学部のタイ語を履修する。また人文学

部で日本語を学習する学生たちと観光など日本事情に関するワークショップ科目を履修することもできる。 
 
◆2017年 8月～12月留学  単位認定の参考例 

★英語英米専攻２年生の一例 EU地域副専攻 

合計：16単位 

 

 

ナレースワン大学 麗 澤 大 学 

履 修 科 目 名 時間数(分) 認 定 科 目 名 科目区分 単位数 

Fundamental English 3600 Reading in Culture & Society Ⅳ 基演・必 1 

Basic Oral skills 3600 Speaking Strategy Ⅳ 基演・必 1 

Paragraph Writing 3600 

Writing Ⅳ 基演・必 1 
English for communication Ⅳ 基演・必 2 

English workshop Ⅳ 基演・必 1 

海外留学基礎研究Ａ  副専 2 

海外留学基礎研究Ｂ 副専 2 

Japanese for Tourism 3600 海外留学基礎研究Ｃ 副専 2 

Thai 1 3600 
海外留学基礎研究Ｄ 副専 2 

タイ語Ⅰ 外国語 2 2 
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