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　2019年12月に新型コロナウイルス感染症が確認されてから、自由に海外に渡航できず世界的に

国際交流がかなり制限されるようになりました。2023年4月現在、コロナはまだ収束していま

せんが、ほとんどの国が都市ロックダウンを解除したため、留学や対面による国際交流が

ようやく再開されました。

　私は台湾出身で1990年に日本に来てからはや30年以上の月日が経ちました。私にとって

この30年間はいわゆる「国際交流」の日々で、今も異文化体験の毎日です。国際交流といえば、

もちろん語学は基本的なことで大事なことです。しかし、「グローバルの視野と異文化の理解」は

おそらく語学以上に重要ではないかと思います。いくら語学力が高くても「グローバルの視野」が

なければ、「自民族中心主義」になってしまうことがあります。つまり、自分たちが他国の人たち

よりも優越する価値や文化を有するという偏見を持つようになります。こうなると、いくら語学力が

高くても国際交流ができなくなります。このことを避けるためには異文化の理解が必要です。

　例えば、イスラム教において「緑」は好まれる色で、ヨルダン、パキスタン、サウジアラビアなど

ほとんどのイスラム国家の国旗の色は緑色を使用しています。緑はムハンマドのターバンの

色で、サハラ砂漠を緑の沃土に変える願いも意味します。そして、シンガポールや台湾では、勤勉

な人や物質的な成功が評価されるのに対し、ギリシャ人は、レジャーや上品なライフスタイル

を重視します。イギリスとアメリカでは、個人の自由が重要視されているのに対し、日本と韓国で

は、グループのコンセンサスを重要視します。このような文化の違いを理解して初めて国際交

流がうまくいくと思います。

　グローバル化が急速に進展している現在、大学を卒業後は、国際ビジネスに直接関わる機会が

かなり増えるでしょう。国際的教養を有する優れたビジネスパーソンは、現地消費者の需要と

好みを理解し、ビジネスを現地消費者に近づけるように導き、会社のグローバル競争力を高める

ことができます。そして、グローバル化の時代のどの企業も、盲目的な自民族中心主義を持たず、

より広い視野を持つ人物を必要とするでしょう。

　本学では、派遣留学をはじめ、語学研修、私費留学、キャンパスの国際交流イベントなどを

行うことによって学生たちの国際交流をサポートしており、国際センターのスタッフたちが親身に

相談に乗ってくれるので、いつでも気軽に立ち寄ってください。

国際センター所長   王  忠 毅
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留学相談1

国際センターでできること （3号館1階）

国際センターのSNSをフォローして情報を収集しよう！

　国際センターは、在学生の皆さんが異文化理解を深め、卒業後、地域社会、日本、そして世界で広く活躍することを願い、様々な
海外研修プログラムや国際交流プログラムを提供しています。学生時代に異文化に触れ、国際感覚を磨く体験は、皆さんの貴重な財産と
なり、新しい自分を発見するかけがえのない機会です。「国際交流には興味があるけど、何をしたらいいのか分からない」という方は、
ぜひ国際センターに相談してください。

　国際センターでは、SAINSポータルや本学の学内外ホームページの他、SNSを活用し、留学や国際交流に関する情報発信を
行っています。留学や国際交流に興味のある学生は、ぜひ国際センターのSNSをフォローしてください！

年間スケジュール

　協定校への海外派遣留学や大学主催の短期語学研修、各種海外研修の相談などを
随時受け付けています。オンラインでの留学相談も可能です。
※私費留学（ワーキングホリデーや海外の大学院への進学を含む）や国際センターのプログラム以外の留学に
　関する相談は受け付けていません。

留学に関する資料の閲覧4
　協定校のパンフレットや帰国した海外派遣留学生・短期語学研修参加者の報告書、
各国の教育機関のパンフレット、留学・旅行関連書籍などを取り揃えており、閲覧できます。
一部、国際センター学内外ホームページにも掲載していますので、参考にしてください。

留学説明会3
　留学に関する知識がなくても、学内外の留学制度を詳しく知ることができる説明会を
実施しており、毎回200名以上の学生が参加しています。なかなか聞くことができない留学
体験者の報告会や各種イベントも実施。SAINSポータルサイトの「お知らせ」に掲載し
ますので、こまめにチェックしてください。

海外派遣留学
認定留学 キャンパスの国際交流短期語学研修

4

5

月

●夏期語学研修募集説明会・
   募集

●夏期語学研修出発

●春期語学研修出発

●第1回オリエンテーション

6

9　　

●第2回オリエンテーション

10

●学内留学フェア
●海外派遣留学生募集説明会
●海外派遣留学生合格者発表
（A日程）

●春期語学研修募集説明会・
　募集

11 ●第1回オリエンテーション

●第2回オリエンテーション ●第2回オリエンテーション
●ツーリズム研修国内研修
（計3回）

●第3回オリエンテーション ●第3回オリエンテーション

●帰国報告会

●海外派遣留学生合格者発表
　（B日程）
●海外派遣留学生オリエン
テーション（2～3月に2回
実施）

●第1回オリエンテーション

●春期キャリアアップ研修出発

●春期キャリアアップ研修
　募集説明会・募集

●夏期キャリアアップ研修
　募集説明会・募集

●夏期キャリアアップ研修出発

●第1回オリエンテーション

●第2回オリエンテーション

●第3回オリエンテーション

●留学生別科終了式・歓送レセプション

8
●留学生別科入学式・歓迎レセプション

1

2

3

7

●第3回オリエンテーション ●夏期日本語研修参加留学生との
交流イベント

12
●海外派遣留学生募集開始
（B日程）（11月下旬～12月
中旬）

●留学生別科（秋学期）終了式

●留学生別科（春学期）歓迎イベント

キャリアアップ研修

帰国した海外派遣留学生や交換
留学生から留学の体験談や協定
校の話を聞くことができます。

●海外派遣留学生募集説明会
●学内留学フェア
●海外派遣留学生募集開始
　（A日程）（7月中旬～9月
中旬）

　
●出発式

留学につい
て

※上記のスケジュールは変更になることがありますので、SAINSやポータルサイト等により最新情報を確認してください。

SEINAN留学フェア（新入生対象）

●海外留学説明会

●International Coffee Hour
●その他（クリスマス、ハロウィン、
バレンタイン等）

各種イベント

●海外派遣留学生（B日程）
出発（8月～9月）

●海外派遣留学生（A日程）
出発（1月～3月）

●留学生バディ
●日本語サポーター
　→年間で複数回募集

各種イベント

● 留学相談を希望する場合は、以下のリンクから申し込みを行ってください。

QRを読み込んで
みよう！

092-823-3346 intleduc@seinan-gu.ac.jpTEL： E-mail：問い合わせ先

留学生との交流2
　留学生と交流したいと考えている皆さんのために、留学生バディ制度や日本語
サポーター、国際寮のRA（レジデント・アシスタント）制度を設けています。また、3号館
1階GLOBAL STUDENT LOUNGEでは、定期的に国際交流イベントを実施しています。
留学生との交流イベントや日本語サポーターの情報はSAINSポータルサイトの
「お知らせ」に掲載します。
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　留学は、情報収集から留学先大学の決定、入学が許可されるまで、自分が考えて
いる以上に時間がかかり、様々な手続きが必要なため、留学の1年～1年半前から
準備を進めることが成功のカギです。留学を考えている人は、次のステップを参考に
留学準備を進めてみてください。

留学実現までの
ステップ・費用

留
学

STEP❶
留学する目的を考える

STEP❷
情報収集をする

STEP❸
履修・経済状況を確かめる

STEP❹
留学プログラムを決める

STEP❺
関係機関に申し込む

STEP❻
出発準備

ス
タ
ー
ト

　留学を志すにあたって最も重要
なことは、しっかりとした目的意識
を持つことです。留学は目的で
はなく手段に過ぎません。「何の
ために留学するのか」「留学経験
を将来どのように生かすのか」と
いう長期的な視野に立って留学
を考えてみてください。

　留学にはどのような種類があり、
どの留学が自分の現状に合い、
目的をかなえてくれるのかについ
て情報収集しましょう。その際、
プログラム内容はもちろん、学費、
生活費用、留学先のサポートの
充実度、地域の治安、応募資格
も確認しましょう。 

　留学には相応の費用がかかり、
留学プログラムによっては休学する
必要もあるため、卒業時期が延期
になる可能性があります。ご家族に
相談して、留学資金計画を立てて
ください。教務課や学生課、先生
などに相談して、履修状況や休学
手続きなどを確認してください。

　語学習得、異文化体験、専門
知識の習得などの目的が決まっ
たら、留学先の形態（大学・語学
学校）、期間、利用する留学
制度（派遣・認定・私費）を決め
ましょう。 

　留学プログラムが決まったら、
留学プログラムのことは国際
センターに、休学手続きのこと
は学生課に相談のうえ申請して
ください。個人または留学代理店
を通して申請する場合は申請
期限や必要書類を確認のうえ、
余裕をもって準備してください。

　留学先大学から入学が許可
されたら、ビザ申請、航空券の
手配、海外旅行保険の加入など
の準備を行ってください。 海外
でケガや病気に見舞われた場合、
想像をはるかに超える治療費が
かかります。出発前に健康状態
の再チェックを忘れずに！

　留学情報サイトには、学校情報やその国の教育制度、
手続き方法などが詳しく掲載されています。

　福岡市内では、次の場所で留学情報を得ることができます。

・日米教育委員会
http://www.fulbright.jp
・ブリティッシュ・カウンシル日本
http://www.britishcouncil.jp
・オーストラリア大使館 - Study in Australia
https://www.studyinaustralia.gov.au/japanese
・Campus France - フランス政府留学局・日本支局
https://www.japon.campusfrance.org/ja

・福岡アメリカンセンター・レファレンス資料室
福岡市中央区天神2-2-67
ソラリアパークサイドビル8F
TEL：092-761-6661

・福岡県国際交流センター
福岡市中央区天神1-1-1 
アクロス福岡 8F／3F
TEL：092-725-9204

・アンスティチュ・フランセ九州
福岡市中央区大名2-12-6
ビルＦ
TEL：092-712-0904

情報収集の方法 留学費用の目安

　派遣留学をする場合、派遣先大学の授業料は免除されますが、ビザ取得費用や現地での生活費などは、自己負担となります。留学準備から
帰国までには主に次の費用がかかりますので、参考にしてください。なお、協定校によっては、施設費等の諸経費が発生する場合があります。

※本学の海外派遣留学生が留学中に要した1か月間の生活費用の平均は、欧米では約10万円、アジアでは約6万円でした。
※為替レートの変動により、過去の報告書等に記載された金額以上の費用が発生する場合もあります。
※留学に必要な資金を所持していることを証明するために、派遣先大学への出願書類やビザの申請書類として残高証明書が必要
です。必要な金額は派遣国・地域や派遣先大学によって異なりますが、目安として滞在月×10万円程度です。ただし、アメリカの
派遣先大学によっては、1年間留学の場合、200万円程度の残高証明書を提出しなければならない場合もあります。

チェックポイント

何となく留学したいと思っている人
は、次の問いを考えてみてください。
□どの地域に留学したいですか。
□何のために留学したいですか。
□何を学びたいですか。
□留学するメリット・デメリットは何
　ですか。
□留学で学んだことを将来どの　
　ように生かしたいですか。
□いつから留学したいですか。
□卒業までの単位取得計画は立て
　ていますか。

ホームページで確認する他に、国際
センター、先生、留学体験者に相談
する方法があります。学内で留学
相談も実施しています。

チェックポイント

説明会時期はp.5へ

体験談はp.29,40～43へ

チェックポイント チェックポイント

■情報収集■自己診断
海外で事故等に巻き込まれないた
めに、留学先の文化、風習、治安など
を現地の日本大使館や外務省の
ホームページで調べておきましょう。

■海外での安全対策

出発前に、できるだけ語学力を上げ、
所属学部の専門知識や日本の文化、
政治、経済などもしっかり学習して
おきましょう。そうすることで、海外での
コミュニケーションがスムーズになり、
留学が有意義なものになります。

■事前学習（語学・専門知識）

本学の協定校以外の大学等に
長期留学する制度です。単位換算
できますが、本学と留学先大学に
学費を支払う必要があります。

個人または留学代理店を通して
留学先大学に資料請求、申請し
ます。国際センターに事前に相談
のうえ、必要書類を提出してくだ
さい。

学生課で休学手続きを行ってくだ
さい。個人または留学代理店を通し
て留学先教育機関に資料請求、申請
します。 留学代理店の選定には十分
気をつけてください。

学内留学フェアや募集説明会に
参加。募集要項を確認して、国際
センターに申し込んでください。

④認定留学

留学先によっては、語学力や在学成績
（GPA）などの応募資格があります。
本学の海外派遣留学生制度におい
ても、一定レベルの語学力と在学成績
（GPA）を満たしていなければ応募す
ることができません。
詳細はp.30～35へ

■応募資格

本学の海外派遣留学生制度や短期
語学研修等に参加する場合は、奨学金
制度がありますので、活用してください。

詳細はp.13～15へ
詳細はp.16～20へ

語学力の向上はp.10～12へ

詳細はp.41,42へ

詳細はp.37～40へ

詳細はp.8,21～35へ

詳細はp.8,48～50へ

休学して、本学の協定校以外の教育
機関のプログラムに参加します。

⑤休学による私費留学

詳細はp.8,51へ

説明会時期はp.5へ

■留学費用
①海外派遣留学

②短期語学研修

③キャリアアップ海外研修

卒業するためには、4年間在学し、
単位を修得しなければいけませんが、
在学したまま留学できる留学制度を
利用すると4年間で卒業することが
できます。（単位修得状況による）
「休学」して私費留学する場合は、卒業
時期が延期となりますが、単位修得
状況によっては休学期間以上に卒業
が延期されることもあります。

■卒業時期・履修

1年～1年半前 半年～1年前 半年前

その他個人費用海外旅行保険
(大学指定)航空運賃（往復）住居費

(学内寮、学外アパート)ビザ取得費用
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海外派遣留学 認定留学 休学による私費留学

概要

本学の国際交流計画に基づく海外
派遣留学生選考試験に合格して、
協定校に交換留学生として1年間
または半年間派遣される留学。

本学の「外国の大学に留学する学生
の取り扱いに関する内規」の適用を
受ける留学。留学期間は1年間また
は半年間。

大学を休学して、許可された期間
に留学。学生課に休学願を提出
して許可を得る。

在学として取り扱う（修業年数に算入される） 休学として取り扱う
（修業年数に算入されない）

海外派遣留学生選考試験に合格した
後に、各種関係書類を提出

● 認定留学申請書
● 留学計画書
● 留学先大学の入学許可書

● 休学願　　● 留学計画書　
● 留学先大学の入学許可書
● 復学願の提出

本学にのみ納入
(留学先大学の授業料は免除)

本学と留学先大学の両方の学費を
納入

本学に在籍基本料（半年：6万円、
1年：12万円）を納入し、留学先
大学の学費を納入

留学先大学で修得した単位は、1年間留学する場合は30単位まで、
半年間留学する場合は16単位まで換算可能（教職課程等一部を除く） 不可

単位
換算

在学期間
の取扱い

必要な
学内
手続き

学費

メリット

● 留学期間は、在学期間として取り
扱われ、単位換算も認められる
ため、卒業を延期せずに4年間で
卒業することも可能（ただし、本学
での単位修得状況により4年間
で卒業できない場合もある）。

● 留学先大学の授業料が免除され
るため、経済的負担が少ない。

● 海外派遣留学生奨学金を受給で
きる。

● OB・OGのネットワークにより情報
が得やすい。

● 留学期間は、在学期間として取り
扱われ、単位換算も認められる
ため、卒業を延期せずに4年間で
卒業することも可能（ただし、本学
での単位修得状況により4年間で
卒業できない場合もある）。

● 出発までの準備として国際センター
主催のオリエンテーションや講義
を受講することができる。

● 留学先大学を自由に選ぶことが
できる。

● 認定留学奨学金（42万円）を受給
できる（要件あり）。

● 留学先を自由に選ぶことがで
きる。

● 民間の語学学校への留学も
可能。

● 留学先大学は、本人の希望と選考
を通じて本学が決定する。

● 4年次から1年間留学する場合は、
帰国が自動的に5年目となる。

● 生活費は自己負担となるため、
ある程度の資金が必要。

● 本学および留学先大学の両方に
学費を納入する必要があり、経済
的負担が大きい。

● 4年制大学の学部正規課程もしく
は大学付属の語学教育機関に
適用。

● 休学については、休学を希望
する学期の学費納入期限
までに学生課に相談のうえ、
願い出て、許可を得なければ
ならない。

● 休学期間は修業年数（4年）に
算入されないため、卒業時期
が延期となる。単位修得状況
により卒業時期が休学期間
以上に延長することがある。

留意点

長期留学の種類

●留学の種類と制度の特徴

本学在学中に海外の教育機関に留学する場合、次の3通りの方法があります。

②認定留学

　留学するにあたっては、まずそれぞれの留学について、その制度の特徴や違い
をよく理解し、申請手続き、授業料等の諸費用、本学での履修および卒業時期の
影響等について理解しておくことが重要です。

①海外派遣留学 ③休学による私費留学

国際センター 学生課

　国際センターでは、皆さんの目的に合わせて、短期の海外研修プログラムを実施
しています。プログラムは、語学の習得、専門分野の調査、キャリア形成など種類も
様々。大いに活用して、皆さんの目的をかなえてください。

短期海外
プログラムの
種類

大学の休暇中に語学力アップ、海外生活を体験したい。

海外の大学生と様 な々課題について深く議論したい。

将来のキャリアにつながる海外体験をしたい。

学部独自の取り組みで海外のことについて学びたい。

短期語学研修

ACUCAステューデント・キャンプ
（アジア各国）

学部独自の留学プログラム
詳細はp.44～46へ

ヨーロッパ国際機関研修
（フランス・ベルギー）

詳細はp.41へ

ツーリズム産業研修
（日本国内・シンガポール）

詳細はp.37～40へ

詳細はp.41へ

夏季・春季休暇中に2～5週間、海外で集中的に語学を学ぶプログラムです。学ぶことがで
きる言語は、英語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、スペイン語、中国語、韓国語の7言語。
宿泊形態はホームステイ、大学寮、アパート、ゲストハウスのいずれか。一部オンラインで
実施される研修校もあります。

本学が加盟するアジアのキリスト教主義大学約62校から構成されるアジア・キリスト教大学
協会（ACUCA）の学生が一堂に会し、英語で特定のテーマについて議論し、交流を深めます。
（隔年開催、次回は2024年に実施予定）

ヨーロッパに本部を置くEU、OECD、UNESCOの国際機関を見学し、そこで働く邦人職員に
ヒアリング調査を実施します。日程が合えば、国際会議を傍聴することができます。

日本国内およびシンガポールにおいて、旅行会社、航空会社、ホテルで実地研修や講義を
受け、ツーリズム産業の国内外の業務と業界特有のホスピタリティについて学習します。

所属学部の先生の指導を受けながら、自主的に取り
組む実践プログラムです。各学部の先生がそれぞれの
プロジェクトを構築し、特定のテーマについて学びます。
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国際協力の現場を体験したい。ボランティアに興味がある。

海外ボランティア・ワークキャンプ
（ フィリピン） 詳細はp.43へ

フィリピンで奉仕活動を行いながら、地元の人たちと
交流したり、小学校を訪問したりします。

ティーチャーアシスタント研修
（アメリカ） 詳細はp.42へ

アメリカの小学校で、教師のアシスタントとして授業運営をサポートします。簡単な日本紹介の
授業を担当する体験もできます。
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言語教育センターの外国語教員や大学院生の指導による受講料無料の講座で、コースは、英会話、フランス語会話、韓国語会話、中国語会話などが
あります。募集は前期初めと後期初めの年2回です。授業とは異なり、学部や年次の異なる学生と互いに刺激し合いながら楽しく学ぶことができます。

留学に必要な語学力のスコアとなるIELTS、TOEFL iBTや英語力強化のためのTOEICの対策講座を開講します。

　言語教育センターでは、語学力向上のための様々な講座を提供しています。
語学力向上を目指す方は、ぜひ積極的に参加してください。各コースの詳細、募集
日程は変更されることがありますので、言語教育センターHPを参照してください。
なお、本学では各種の語学検定試験の受験料補助(p.12へ)ならびに対策講座の受講料
等の補助を行っています。詳細は言語教育センターHPを参照してください。

語学ラボ無料

英語対策講座有料

〈対象〉

〈内容〉

英語ディスカッション(上級)

TOEFL iBT試験対策講座(大学生協主催) IELTS対策講座(言語教育センター主催)

英語日常会話ができる学生（TOEIC650点以上または英検準1級
以上）
時事問題などについて、英語でディスカッションします。

〈対象〉

〈内容〉

中国語会話（中級）

中国語学習歴1年以上の学生

中級者向けの会話練習を行います。

〈対象〉

〈内容〉

英語ディスカッション(中級)

簡単な英語日常会話ができる学生（TOEIC550点以上または
英検2級以上）
身近なトピックをとおして、自分の意見を英語で話します。

〈対象〉

〈内容〉

韓国語会話（上級）

韓国語で電話での会話やフォーマルな場での会話ができる学生
（韓国語科目修得単位数8単位以上またはTOPIK2級程度）
時事問題などについて、韓国語でディスカッションします。

〈対象〉

〈内容〉

韓国語会話（中級）

ハングルの作文と韓国語の日常会話ができる学生（韓国語科目
修得単位数4～6単位またはTOPIK1級程度）
身近なトピックをとおして、自分の意見を韓国語で話します。

〈対象〉

〈内容〉

英語ディスカッション(初級)

英語を基礎から学びたい学生

身近なトピックをとおして、自分の意見を英語で話せるよう練習
します。

〈対象〉

〈内容〉

フランス語の会話と文化

フランス語を学習している1年生

フランス語圏での日常生活に使えるフレーズ等を学習します。

※プログラム内容は変更されることがあります。

※英文学科、外国語学科英語専攻、外国語学部の学生は、受講できません。
※派遣留学（英語派遣）予定者は、受講できません。

※申し込み等詳細は決定次第SAINSポータルでお知らせします。
※オンラインにて実施予定。

※詳細は西南学院大学生協へお尋ねください。

留学を目指す学生。高スコアを出し、留学先の選択の幅を広げ
たい学生。
オンライン模試などで自分の状況を把握し、出題パターン、解答・
学習方法を学ぶ。
オンラインにて実施。4月25日（火）開始。
火曜日、木曜日6限（1回90分） 全16回

IELTSで5.0レベルを目指す学生。

6日間集中（9月上旬）

留学に向けて

〈対象〉

〈内容〉
IELTSのListening、Reading、Writing、Speakingといった
全セクションの授業を行う講座。

〈内容〉

〈開講〉

4月3日（月）～13日（木） 大学生協にて受付〈申込〉

〈対象〉

〈開講〉

〈対象〉

〈内容〉

ワールドカフェ

外国語会話や留学に興味がある学生。
留学経験者との外国語によるフリートーク。留学体験談、留学の
心得をはじめ、リラックスした雰囲気の中で、英語・中国語・韓国
語でのコミュニケーションを楽しみます。英語は「Eng l i s h  
Cafe」、中国語は「中国語茶室」、韓国語は「韓国語カフェ」と
いう名称で実施されています。

語学検定
試験情報

実用イタリア語検定試験は、「特定非営利活動法人国際市民交流のためのイタリア語検定協会」が実施する、日本語話者向けのイタリア語
検定試験です。
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TOEFL iBT 

http://www.eiken.or.jp/ielts/

http://www.cieej.or.jp/toefl/toefl/toefl-ibt.html

TOEFL（=Test of English as a Foreign Language、トーフル）は、英語を母語としない人々の英語コミュニケーション能力を測るテストです。
アメリカの大学をはじめ、130か国、9,000以上の機関が、TOEFLテストスコアを英語能力の証明として利用しています。

TOEFL ITP
TOEFL ITP（=TOEFL Institutional Testing Program）は、ペーパー版TOEFLの過去問を利用したマークシート形式の団体向けテスト
プログラムです。公的なスコアとはなりませんが、TOEFL iBTと高い相関性があり、TOEFL iBT対策に有効です。TOEFL iBTに比べると非常に
安い受験料で受験することができます。

本学では、年6回、本学学生を対象にTOEFL ITPテストを実施しています。（試験の日程等詳細は、言語教育センターHPにて確認してください。）海外派遣
留学生選考試験の応募資格、特定学部の単位認定として利用することができます。海外派遣留学生選考試験において使用できない大学があります。

IELTS
IELTS（=International English Language Testing System、アイエルツ）は、海外留学のための英語力証明として英語圏の多くの高等教育
機関で認められています。米国でもTOEFLに代わる試験として、入学審査の際に採用する教育機関が3,000を超えています。

DELF・DALF フランス語資格試験 
DELF（デルフ・フランス語学力資格試験）・DALF（ダルフ・フランス語上級学力資格試験）とは、フランス教育省が認定した唯一の公式
フランス語資格（ディプロム）です。ヨーロッパ言語共通参照枠（CECRL）が定めた6段階のレベルに対応したディプロムがあります。

APEF 実用フランス語技能検定試験（仏検）
日本人学習者を対象として、文部科学省および在日フランス大使館文化部の後援を受けて実施されるフランス語検定試験です。

HSK 漢語水平考試
HSK（=汉语水平考试、Hànyǔ Shuǐpíng Kǎoshì）は、中国政府が公認する中国語検定で、世界共通基準の資格です。

中国語検定試験（中検）
日本中国語検定協会が主催する検定試験です。日本国内においては中国語能力を測る指標として使われることも多いですが、この資格の
適用地域は日本のみに限られるため、国際的な知名度は低いです。

http://apefdapf.org/

http://www.delfdalf.jp/

http://www.chuken.gr.jp/

http://www.kref.or.jp/examination/topik韓国語能力試験（TOPIK）
韓国語能力試験（=Test of Proficiency in Korean, TOPIK）は、大韓民国政府が認定・実施する唯一の韓国語試験です。

「ハングル」能力検定試験
「ハングル」能力検定試験は、特定非営利活動法人ハングル能力検定協会が開発・実施する試験で、日本語母語話者を対象とする韓国・
朝鮮語の試験です。

http://www.hangul.or.jp/

実用イタリア語検定試験（伊検） http://www.iken.gr.jp/

シエナ外国人大学が実施している、イタリア政府公認のイタリア語検定試験です。
CILS（イタリア語検定試験） http://www.iictokyo.com/certi/cils.html

スペイン語技能検定は、「西検」と呼ばれるスペイン語の能力検定で、文部科学省の認定技能審査として、「日本スペイン協会」が実施して
います。
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スペイン語技能検定（西検） http://www.casa-esp.com

DELEはスペイン教育文化スポーツ省の海外組織であるインスティトゥト・セルバンテスが実施している、高い信頼性を持ったスペイン語の
検定試験で、現在は世界100か国以上で実施されています。

DELE http://tokio.cervantes.es/jp/dele_diplomas/information_diplomas_spanish.htm

http://www.hskj.jp/

　海外留学では、十分な語学力を身に付けておくことが重要です。自分の語学力がどのレベル
にあるのか早い時期に客観的に把握しておきましょう。長期の派遣留学を希望する場合は
語学力証明が必要です。留学先大学から求められる語学力のレベルを満たすことができ
ない場合、応募することすらできません。いざ、語学力証明が必要になった時に後悔しなくて
よいように、1年生のうちから語学検定試験を計画的に受験することをお勧めします。

海外派遣留学生選考試験、私費留学の応募資格として利用することができます。

本学はIELTS認定の公式会場になっています。海外派遣留学生選考試験、私費留学の応募資格として利用することができます。

ドイツ語技能検定試験（独検）は公益財団法人ドイツ語学文学振興会が実施している検定です。
ド
イ
ツ
語

ドイツ語技能検定試験（独検） http://www.dokken.or.jp

ゲーテ・ドイツ語検定試験はゲーテ・インスティトゥートが実施している世界共通基準の試験です。
ゲーテ・ドイツ語検定試験
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以下の4点を言語教育センター事務室に提出してください。
①語学検定試験受験料補助申請書
②試験結果通知（スコアレポート）の写し
③受験料の支払いを証明するもの（領収書）の原本（TOEFL iBTおよびドイツ語技能検定試験を除き、クレジットカード
　払いは認められません）
④補助金振込口座の通帳の写し　　※補助回数は、各試験とも1年間（試験日：4月～翌年3月）に2回までです。

語学検定試験の
受験料補助 　言語教育センターでは、本学学生（聴講生、科目等履修生、研究生、選科生等は除く）

が、TOEFL、IELTSなどの語学検定試験を受験する場合、以下のとおり受験料の一部
を補助しています。（最新情報は言語教育センターHPを参照してください。）

語学検定試験の受験料補助額

試験名
TOEIC IP

● 受験申込は生協で行います。（生協以外での受験申込は補助対象外）…申込書（補助申請書）は生協にて記入

実用フランス語技能検定試験（仏検）

本来の受験料（円） 補助額 学生負担額（円） 支払い方法

5級：4,000～準1級と2級の併願：19,500

B1モジュール別：6,500～C2：34,500

コンビニ決済を選択すること
クレジットカードのみ

振 込

コンビニ決済を選択すること

現金書留

コンビニ決済を選択すること

振込またはクレジットカード

3,130 2,130 1,000

10,450 5,500 4,950
TOEFL iBT（*）
TOEIC SW

US$245 17,000 15,000程度
IELTS 25,380 17,000 8,380

オーストリア政府公認ドイツ語能力検定 A1：12,000～C2：28,000 6,000～14,000
ドイツ語技能検定試験(独検) 5級：4,500 ～ 準1級と1級の併願：23,000 2,250～11,500
CILS（イタリア語検定試験） A1：12,000～C2：24,000 7,500～13,500
HSK（漢語水平考試） 1級：3,740～6級：9,790 1,870～4,895
中国語検定試験(中検) 準4級：3,500 ～ 1級：11,800 1,750～5,900
韓国語能力試験(TOPIK) TOPIKⅠ：4,500 ～ TOPIKⅡ：6,000 2,250～3,000

ゲーテ・ドイツ語検定試験 3,000～16,500

TOEIC 公開 6,710 3,710 2,000
TOEFL ITP（6、11月のみ） 3,950 3,950 0
TOEFL ITP（上記以外の4回） 3,950 2,950 1,000

2,000～9,750
DELF DALF DELF A1：9,900～DALF C2：26,000 4,950～13,000

実用イタリア語検定試験（伊検） 5級：5,220～1級と2級の併願：24,000 2,610～12,000
DELE（スペイン語） A1：10,800～C2：22,000 5,400～11,000

「ハングル」能力検定試験 5級：3,700～1級と2級の併願：16,800 1,850～8,400

現金（生協）

■受験料補助の申請方法（TOEIC IP、TOEIC公開テスト、TOEFL ITPを除く）

（*）TOEFL iBTは為替レートによって受験料が変動しますが、補助額は一律17,000円です。
※TOEIC公開テストを欠席した場合、受験料補助額を返納していただきます。
※TOEICも受験料補助の対象ですが、海外派遣留学生選考試験に利用することはできません。
※今後、補助内容の変更等が生じた際は、言語教育センターHPおよび掲示板にて案内します。
※補助申請には期限があります。最新の情報は言語教育センターHPを確認してください。

　私は海外派遣留学を目指しており、講座を受けて効率よく勉強し、数回で目標スコアを取
得することを目標として受講しました。講座を受講し、ライティングの添削、ネイティブスピー
カーとの本番形式での練習はもちろん、４技能すべての試験に慣れコツを掴んで本番を迎え
ることができました。問題形式を学び、コツを知り何度も実践し、詳細なフィードバックをもらい修正というプロセス
が分かりやすく、能力が身につきやすかったです。参考書だけではない対策講座だからできることだと思います。
その後の留学先大学選びでは、幅広い国と学校の選択肢の中から選ぶことができ、スコアを満たしている学校
だからではなく、本当に行きたいと思える学校に申し込むことができました。

受験料の
半額

試験名
● 受験申込は各自インターネット等で行います。…補助申請書は言語教育センターHPよりダウンロード

（2021年度実績）

本来の受験料（円） 補助額 学生負担額（円） 支払い方法

受験料の
半額

IELTS講座を受講して体験談
IELTS対策講座受講者

国際文化学部国際文化学科　宮野 真悠子さん（2022年度参加）

留学関係の
奨学金

　この奨学金制度は、本学の国際交流計画に基づき、海外派遣留学生に合格して留学先大学に入学が認められた
学生を対象に奨学金を給付し、その留学生活を通じて国際間の相互理解を深めることを目的としています。なお、
海外派遣留学生は、留学先大学の授業料が免除されます（本学の学費のみ納入）。

奨学金名

海外派遣留学生奨学金
－留学奨励金－

海外派遣留学生奨学金
－留学支援金－

全額支給奨学金

給付内容 概要

寮費、食費の免除

海外派遣留学生全員に派遣地域ごとに所定
の奨学金を給付
※ただし、留学期間が半年間以内の場合、支給
　額は半額とします。

アジア………15万円
アジア以外…25万円

海外派遣留学生の家庭の経済状況等を
審査のうえ、国際センター委員会で支給者を
決定します（20名程度）。

給付

ベイラー大学への派遣が決定した学生のうち、
1名に支給します。

月額5万円給付

　西南学院大学では、海外において積極的に語学力の向上および異文化理解を
深めようとする意欲のある学生を対象に、留学に関する奨学金制度を設けて支援し
ています。なお、休学による私費留学生を対象とする学内の奨学金はありません。

海外派遣留学生奨学金 募集時期： 2月

　この奨学金は、日本学生支援機構(JASSO)が取り扱うもので、グローバル社会で活躍できる人材、教育プログラムの
支援を目的としています。JASSOから通知される採用人数枠に基づき、JASSOが定める在学成績要件および家計の
経済状況などを総合的に判断して、支給者を決定します。

奨学金名

日本学生支援機構(JASSO)
海外留学支援制度奨学金

給付内容 採用人数 概要

JASSOが定める在学成績要件および
家計基準などを満たす者を対象に国際
センター委員会で支給者を決定します。

月額6～10万円
(留学期間中)

給付

日本学生支援機構(JASSO)海外留学支援制度奨学金

学内

学外 募集時期： 2月・11月

【注意事項】
※奨学金は、上記のいずれか一つを支給します。
※上記の奨学金とは別に、留学期間中に月額5万円以上の奨学金（給付）を受ける場合は、いずれの奨学金も支給すること
　ができません。ただし、受給する奨学金の種類によって支給できるものもあります。
※高等教育の修学支援制度の給付型奨学金との併給はできません。授業料等減免は受けることができます。
※留学期間の途中で留学を取りやめたり、成業の見込みのない場合などは、上記の奨学金の一部または全額を返還しな
　ければなりません。
※日本からオンラインでプログラムに参加する場合、上記の奨学金は対象外となります。

年度により異なる。

※年度により本学への割当がなく、募集しない場合があります。

※金額は留学地域によって異なる (昨年度参考)20名
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＜以前＞ ＜適用後＞

　認定留学とは、本学の「外国の大学に留学する学生の取り扱いに関する内規」を適用した留学制度のことです。
事前に国際センターに申請し、所属学部の承認を得ることで、私費留学であっても、留学中は在学として取り扱われ、
留学先大学で取得した単位を本学の単位に換算することができます。海外大学の学部・大学院正規課程もしくは大学
付属の語学教育機関に1年間または半年間留学する学生が対象となります。（p.48）
　認定留学制度では、留学先の授業料に加えて、本学の学費（授業料、施設費、教育充実費）も支払う必要があり、留学
に係る経済的負担が大きくなっていました。そこで、留学に係る経済的負担を軽減するために、2020年4月から「認定
留学奨学金」を創設し、要件を満たせば奨学金（一学期間の学費から在籍基本料を控除した金額）を給付します。2023年度
後期以降、私費留学を検討している学生は申請を検討してみてください。（SAF（p.49）を利用した留学も対象になります。）

奨学金支給
（42万円）

留学先学費
（自己負担）

留学先学費

実質負担額：6万円／学期

（自己負担）

本学学費

自己
負担額

（48万円／学期）

自己
負担額

●適用後のイメージ

●認定留学奨学金とは

対象

募集要項

2023年度後期以降の認定留学 給付金額 42万円（留学期間が1年間であっても半年間であっても同額）

申請時期 5月末まで（2023年度後期出発）／11月末まで（2024年度前期出発）

（１）本学学部生または大学院生であること。
（２）認定留学の適用を受ける者
（３）通算の在学成績がGPA2.2以上であること。（ただし、外国語学部（文学部）の学生においては、GPA2.5以上であること。）
（４）奨学金給付額は、留学期間にかかわらず、一学期間の学費から在籍基本料を控除した金額とする。
（５）奨学生が、本奨学金とは別の奨学金を受給する場合（給付）、または授業料減免を受ける場合、前項の給付金額から別途奨学金の
　　受給額、または授業料の減免額を差し引いた金額を給付する。
（６）奨学金を受けることができる回数は、原則として在学中に1回限りとする。
（７）1年次および他大学からの転・編入学の学部学生は、入学年度の後期から対象者とする。ただし、学部4年次後期以降または大学院の
　　修了予定学期に留学を開始する者は対象外とする。
（８）次のいずれかに該当するときは、奨学金の給付を停止または返還させることがある。
　  ・留学計画の変更等により「外国の大学に留学する学生の取り扱いに関する内規」の認定基準を満たさない場合。
　  ・留学中または前後に国際センターに義務付けられた手続きを怠ったとき。
　  ・留学先での学修成果が著しく不良であるとき。
　  ・西南学院大学学則に定める休学、退学、除籍または停学の処分を受けたとき。
　  ・提出書類に虚偽の記載を行ったとき。
　  ・国際センター委員会が奨学生として不適当と認めたとき。

奨学金支給基準・条件

　この奨学金制度は、海外において積極的に語学力の向上および異文化理解を深めようとする意欲のある
優秀な学生や、家庭の経済状況により短期語学研修に参加できない学生を経済的に支援することを目的にして
います。奨学金には、「渡航支援奨学金」と「研修支援奨学金」の2種類があります。海外語学研修奨学金を
受けることができる回数は、原則として在学中に1回限りです。

奨学金名

渡航支援
奨学金

研修支援
奨学金

給付内容 採用
人数

年間
40人

年間
20人

概要

自ら立てた研修計画を実践し、意欲的に海外での異文化理解
を深めようとする学生を支援する奨学金。申請書、留学計画書、
在学成績等を基に、支給者を決定します。

全地域…5万円

在学中の成績が優秀で、かつ家庭の経済状況により留学困難
である者に支給する奨学金。申請書、留学計画書、在学成績、
経済状況を示す書類等を基に、支給者を決定します。

給付

アジア………10万円
アジア以外…25万円給付

■応募資格（渡航支援奨学金の場合）

(1) 本学の学部生であること。（専攻科生および選科生を除く。）
(2) 全ての在学期間における在学成績がGPA2.0以上であること。
(3) 西南学院大学国際センターが主催する短期語学研修に参加する者。

※1

※2

※1 4年次生は、春期語学研修の同奨学金に応募することができません。
※2 在学期間が1学期間に満たない学生は、同奨学金に応募することができません。
※海外派遣留学生に決定している者および帰国した海外派遣留学生は応募することができません。

※給付金額、採用人数、応募資格などは変更になることがあります。

海外語学研修奨学金学内認定留学奨学金学内 募集時期： 夏期 4月／春期 10月

　「トビタテ！留学JAPAN 新・日本代表プログラム」は、2014年度より実施してきた「トビタテ！留学
JAPAN 日本代表プログラム」の基本理念やコミュニティを受け継いだ海外派遣支援制度です。より発展的に
進化した事業として、将来、「自ら社会に変革を起こしていくグローバルリーダー」として日本の未来を創る人材
を育成することを目的としています。帰国後は海外体験の魅力を伝えるエヴァンジェリスト（伝道師）として日本
全体の留学機運を高めることに貢献することが期待されています。

官民協働海外留学支援制度～トビタテ！留学ＪＡＰＡＮ  新・日本代表プログラム～

① 留学プランを設計できる

② インターンやボランティア、研究もOK

③ 返済不要の奨学金
④ 充実した事前・事後研修

⑤ 9,000人以上のトビタテコミュニティ

学生が自ら定めた明確な目標実現のための「実践活動」が含まれる留学計画を28日間
から2年以内で自由に組み立てることができます。
交換留学など単位取得を前提としたアカデミックな留学だけでなく、インターンシップや
ボランティア、フィールドワークなど、多様な活動を支援します。
毎月の奨学金（12万円／16万円）だけでなく、留学準備金、授業料の一部も対象になります。
将来の日本に求められる資質や能力を伸ばすため、各界のリーダーによる指導が受けられます。
留学の前後には、留学の効果を最大化するための研修も実施します。
全国から選ばれた歴代の派遣留学生や支援企業の方 と々交流する機会のある「トビタテ！
留学JAPAN」独自のコミュニティに参加できます。

国際センターにて随時、留学計画の相談を受け付けています。応募スケジュールは、
国際センターが発信する情報を学内SAINSポータルで確認してください。

５つの特徴point

応募・選考について

私費留学に関するその他の奨学金

　休学による私費留学生を対象とする学内の奨学金はありませんが、日本政府、外国政府、
地方自治体などの機関が、海外留学する学生を対象とした奨学金制度を設けています。
各機関の奨学生の募集案内は、日本学生支援機構ホームページに詳しく掲載されています。
https://ryugaku.jasso.go.jp/publication/pamphlet/#link_pamphlet_contents
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　日本ほど治安がよい国はありません。海外では、日本に比べてはるかに多くの凶悪
事件が発生しているのが現状です。また、現地の法律や風習、習慣の違いにより、
日本では考えられない事故・事件に巻き込まれるケースもあります。外国では日本の常識
は通用しないという意識を常に持ち、万が一のことを想定して行動することを心がけて
ください。なお、海外で事故や事件に巻き込まれた場合は、必ず大学に連絡してください。
（p.59 緊急時の大学連絡先 参照）

安全に対する
心構え

事故・事件等に
巻き込まれた場合の対応

　近年、海外において紛争やテロ事件が頻繁に起こり、新型コロナウイルス
などの感染症も発生していて、海外への渡航は安全とはいえない状況で
す。外務省の海外安全ホームページ（p.59）で渡航地域の安全状況を
調べたうえで、危険度が高い場合は旅行を取りやめることを検討してくだ
さい。危険地域で事件に巻き込まれると、皆さんが参加しているプログラム
が中止となることもあり、外交問題にもなりかねません。

　「日本での常識」が通用しないことを十分理解して行動してください。
たとえば、日本では席を取るためにバッグなどを置いたままにして、席を
離れますが、海外では荷物がなくなると考えてもおかしくありません。常に
意識を「海外モード」にして危機回避を行ってください。

海外では、常に「海外モード」で！

危険度の高い地域には旅行しない1

2

　トラブル防止のためにいくら注意を払っても、事故や事件に巻き込ま
れないとは限りません。健康に自信があっても、海外では日本と違う環境
でのストレスや疲労などにより思いがけない病気になることもあります。
医療保険制度は各国で違いがあり、医療費が高額になる場合も多い
ため、渡航前に必ず海外旅行保険に加入しておきましょう。盗難に遭っ
た時や損害賠償を請求された時なども保険でカバーされます。加入の
際は、補償内容などを十分確認しましょう。

海外旅行保険に加入する6

　「自分の身は自分で守る」という意識を持って行動してください。友達
同士だから安心という安易な気持ちや興味本位で危険な場所に立ち
寄ることはしないでください。日本でも危険な場所があるように、海外でも
犯罪が多発している地域があります。現地の人から情報を入手して、
危険な場所には不用意に近づかない、夜間の外出はしないなど常に
気を引きしめておくことが大切です。

　滞在が長くなると、どうしても気が緩みがちです。現地の雰囲気に慣れた
頃が最も危険な時期かもしれません。行き先の連絡、所持品の管理、部屋
の施錠など危機管理については自分なりに対策を考えておいてください。

　地域によっては、多数の人種、民族、国民がそれぞれ異なった宗教的、
文化的、民族的な背景を持って集まり、それぞれの違いを意識しながら
生活しています。無意識に不用意な発言をしてしまうことで事件になる
こともありますので、それぞれの風習、習慣等を事前に調べた上で尊重
するよう努めてください。飲酒、喫煙についても、一般的に日本よりも規制
が厳しく、禁止されている場所が多く、購入の際にはパスポートなどの顔
写真付きの身分証明証の提示が義務付けられているところがあります
ので、注意してください。

　本学主催の留学プログラムにおいては、治療・救援者費用が最低でも
3,000万円（できれば無制限）の保険に加入することを推奨しています。

「自分の身は自分で守る」
という意識を3

現地の雰囲気に
慣れた頃が最も危険4

風習、習慣の違いを理解して行動5

　在留届は、在外公館が、当地への滞在を確認するためのものです。外国に
3か月以上滞在する日本人は、その地を管轄する大使館または総領事館に
「在留届」を提出することが義務付けられています。なお、海外滞在が3か月未
満の場合は、海外安全情報配信サービス「たびレジ」に登録してください。必要
事項(旅行日程、滞在先、連絡先など)を入力することにより、滞在先の安全情報
や緊急事態発生時の連絡などを受け取ることができます。

　強盗に襲われたときは抵抗せず、現金を渡すようにしてなるべく身の安全を
第一に考えてください。
❶犯人を直視しない。
❷犯人に武器を取り出すと誤解されるような行動は避け、現金の位置を示して
　犯人に取り出させるようにする。

クレジットカード利用時は
金額を確かめて11

「在留届」の提出、「たびレジ」の登録7

強盗に襲われたときは抵抗しない8

　「利用した覚えのない金額を請求された」ということが起こっています。これ
は、あなたのクレジットカードの情報がスキミング(盗み取られる)されたか、請求
金額を間違ったと考えられます。クレジットカードを利用する時は、次のことに
気をつけてください。
❶クレジットカードの手続きは、なるべく目の前で処理してもらうなど、カードから
　目を離さないこと。
❷金額を確かめてからサインもしくは暗証番号を入力する。
❸利用控えは必ず保管し、クレジットカード会社から届く
　利用明細書と照合すること。

　お手洗いなどで席を立つときは、友人がいたとしても必ず貴重品は手に
持っていき、ホテルのフロントなどで手続きをするときも、貴重品は手から
離さず、足元の荷物は両足でしっかり挟むようにしましょう。また、レストラン
等で大きな騒ぎを起こして気をそらせたすきにカバンを盗むという手口も
多発しているので、注意してください。

手荷物はいつも手放さずに9

　海外では、日本人は多額の現金や貴重品を持っているという先入観をもた
れていて、財産犯罪のターゲットにされるケースがあります。
❶外出するときは、ホテルのセーフティーボックスに預ける。
❷買い物はクレジットカードを使うなどして多額の現金や貴重品を持ち歩かな
　いようにする。
❸人前で現金や貴重品を決して見せない。
❹現金は、バッグ、上着、ズボンのポケットなど盗まれやすいところに入れないよ
　うにする。背中のリュックサックもナイフで切り現金や貴重品を抜き取る事例
　もあり。
❺人混みで不自然に体を触れられたり押されたりしたら、すぐに所持品を確認
　すること。

多額の現金、貴重品を持ち歩かない10

海外へ渡航される皆様へ(たびレジ、オンライン在留届)
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/index.html
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※パスポートのコピーと写真があると手続きがスムーズです。
　旅行時に必ず各2部ずつ用意しておきましょう。
※個別の事情により追加書類が必要となる場合があります。

現地の警察署に盗難・紛失届けを提出し、
その証明書（ポリスレポート）を受け取る。
 最寄りの大使館または総領事館に申し出る。
急いで日本に帰国する場合は、
「帰国のための渡航書」の発給を申請する。

パスポートの盗難・紛失

1.

2.

case1

※❶カード番号、❷有効期限、❸カード会社の盗難・紛失専用の電話番号を控え
　ておくと、手続きがスムーズです。
※海外旅行保険に加入している場合は、24時間電話で対応してくれるアシスタンス
　サービスに指示を仰ぐことができます。

フィリピン ： 終身刑
フランス ： 無期懲役

シンガポール ： 死刑
イギ リス： 無期懲役

中国 ： 死刑 
●海外では（一例） 麻薬等禁止薬物を取引した場合の刑罰の最高刑

●日本国内では
　「大麻取締法」により乱用が規制されており、大麻の所持・譲渡・栽培・輸入・
輸出は犯罪です。大麻の栽培または輸出入については予備罪も処罰され、栽培・
輸出入・所持・譲渡・譲受ともに未遂も処罰されます。
●大麻の栽培・輸出・輸入：7年以下の懲役、営利目的は10年以下の懲役
　又は10年以下の懲役及び300万円以下の罰金
●大麻の所持・譲渡・譲受：5年以下の懲役、営利目的は7年以下の懲役　
　又は7年以下の懲役及び200万円以下の罰金

病気・けが
case4

不正使用の恐れがあるため、一刻も早くカード発行
会社に連絡し、利用停止の手続きを行う。

現地の警察署に盗難・紛失届けを提出し、
その証明書（ポリスレポート）を受け取る。

クレジットカードの盗難・紛失

1.

1.

●海外旅行保険に加入している場合は、
　保険会社のアシスタンスサービスに連絡して、
　提携病院の紹介を受ける。
●ホテルのフロントなどに相談する。
●留学や語学研修に参加中であれば、
　留学先や研修先に相談し、指定する病院に行く。
●緊急の場合は、最寄りの大使館・総領事館に連絡して、
　医療機関の情報を提供してもらう。
●診察後は、診断書と領収書を受け取る。
●海外旅行保険に加入している場合は、
　保険会社に申請方法を尋ね、
　現地にいる間に申請に必要な書類を用意しておく。

1.

2.

2.

case2

J A P A N
PASSPORT

パスポート

※興味本位で騒乱の場を見に行ったり参加したりするような行動はとらない。
※外出中であれば、決してパニックにならず、群衆に近づかないように
　して早く安全な場所に避難する。

最寄りの日本大使館・総領事館に連絡して、
自分の安否を知らせ、指示に従う。

大麻等の禁止薬物は違法であることを認識し、
海外滞在中でも決して関わらないでください。

テロや暴動に遭遇した場合
1.

case5

大麻・危険ドラッグの恐ろしさについて
case6

※渡航する国の緊急電話ダイヤル（日本の「110番」に該当する番号）を必ず確認し
　ておきましょう。

最寄りの警察署に連絡をする。
最寄りの在外公館（p.59）に連絡する。

事故・事件に遭った場合
1.
2.

case3

　パスポートの「再発行」発給申請に必要な書類の詳細は以下の
ホームページをご確認ください。
外務省：日本国内及び海外でパスポートに関する申請手続きに通常必要な書類
https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/passport/pass_5.html

在外公館の連絡先を確認しておきましょう。

　海外滞在中には、現地の人や現地で出会った人から大麻吸引等に
誘われる可能性がありますが、即座に「自分はやらない」と言って、
その場を立ち去る勇気を持つことが最も上手な断り方です。大麻（マリ
ファナ）は、国際条約で禁止薬物として規制されています。また、麻薬
等所持者についての密告に対し報奨金を出す国もあり、麻薬等を
高級茶などと称して売りつけたり他人の荷物に麻薬等を紛れ込ま
せたりして、密告するという手口の事件も発生しています。大麻を
乱用すれば、幻覚や妄想といった症状が出るだけではなく、記憶への
影響、学習能力の低下、知覚の変化、人格喪失等を引き起こすとされ
ています。また、危険ドラッグは、「合法ドラッグ」などと称し、販売され
ています。規制を逃れるため、目的を偽装（アロマ等芳香剤、ビデオ
クリーナー、研究用試薬等）して販売されていますが、幻覚作用、催眠
作用をもつ麻薬と類似の物質が含まれており、製造・販売が禁止され
ています。死亡事故を含む健康被害や事件を発生させるなど、決して
安心なものではなく、これらのドラッグをきっかけに覚せい剤等の使用
に発展する危険性が懸念され、要注意です！！海外で麻薬等のトラブル
に巻き込まれた場合には、大使館、総領事館等にすぐに連絡し、相談
してください。

　『イタリア国内を列車で移動中の日本人旅行者Aさん。ミラノの駅に停車中、
一人の外国人が窓の外からしきりに窓をたたき、Aさんに何かを伝えようとし
ていた。Aさんは、その外国人の言動を読みとろうと、窓側に視線を釘付けに
していた。しばらくして、その外国人は何事もなかったかのように、Aさんの
視界から消えていった。Aさんは、何が起こったのか意味がわからないまま、
もとの座席に視線を移すと、自分の荷物が盗まれていた。』

　『ブルガリアを旅行中の20代の日本人男性。駅前で知り合った男と公園に行き、
勧められてコーヒーを飲んだところ、気分が悪くなり、睡眠薬入りであることに
気付き、男が一瞬その場を離れた隙を捉えて逃走。駅の手荷物預かり所にたどり
着いたところで意識を失ったが、幸いそこで保護され所持品は無事だった。これ
はヨーロッパの各国で頻発している睡眠薬強盗の典型的手口であった。』

何だろう？と思っていると…

コーヒーをもらったら！？

実際に日本人が巻き込まれた事件

例1. 

例2. 

たとえ自分の横に置いていても、
カバンから目を離さないようにしましょう。

後日、薬の後遺症に苦しむ場合もあります。
食べ物を勧められても用心しましょう。



留
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　気候風土、風習、食習慣、文化などが異なる環境に入ると、新しい環境に馴染むのに
時間がかかります。その間、ストレスや環境への不慣れから、心身の病気にかかりやす
くなります。また、感染症に罹患したり、思わぬアクシデントに遭ったりすることもまれで
はありません。海外で健康を維持するには、基本的な医学的知識をもち、国別の医療
情報を把握していることが大切です。

健康に関する
安全対策

旅の健康9か条1. 渡航前には予防接種を2.

19

　海外では、多くの国で麻疹が流行しており、日本では近年、
タイ、フィリピン、インドネシア等の東南アジア、イタリア等の
欧州からの麻疹ウイルスの輸入が継続して報告されています。
　成人麻疹の流行は、20歳～39歳までの青年・若年成人が
大多数を占めているという特徴があります。原因としては、
この年代には、麻疹に罹ったことがない人や予防接種をした
ことがない、もしくは、予防接種を1回のみ接種し10年以上
経過したために、免疫が低くなっている人が多く存在する
ためだと言われています。海外において発病した場合は、
旅行の日程変更のみならず現地に留めおかれる可能性も
あります。渡航先でのトラブル回避のため、渡航前の予防
接種をお勧めします。

　エコノミークラスのみならずビジネスクラスでも当然起こり
得る疾患です。発症しやすい人は、静脈瘤のある人、癌のある
人、妊婦、静脈が圧迫されやすい肥満体型の人、ピルなどの
血液を固める薬を内服している人です。
　予防法は、1時間に1回くらいはトイレ
に行ったり、足を上げ、足首を曲げ伸
ばす運動をしたりして血流を良くする
ことです。水分もこまめに取りましょ
う。足を組むことを避け、ゆったりとし
た衣服を着ることも大切です。

　破傷風菌は世界各地の土壌中に存在していますので、長期の
滞在をするときは、受けておいたほうがよいワクチンです。中国
に留学される方は、A型肝炎ワクチン、アジアの農村部に滞在し
たり、キャンプなど屋外活動をしたりする方は日本脳炎ワクチン
を受けていたほうがよいでしょう。

　外出から戻ったらうがい､
食事の前には石鹸で手を洗う。
これは健康管理の大原則！

常備薬は、日本から持参すること3.
　かぜ薬や胃腸薬などは、普段から飲み慣れているものを持参
すること。海外では、医者の処方箋なしで買える薬は少なく、日本の
薬に比べ一般に容量が多いので、気分が悪くなったり、下痢を
起こしたりする場合があります。持病のある人は、日本でかかり
つけの医師に、英文の処方箋を書いてもらい、処方薬の持参に
ついて相談しておきましょう。万が一、体調が悪くなったときに
現地の医師に見せれば適切な処置をしてくれます。一般的に海外
旅行に携帯したほうがよい薬や衛生品は以下のとおりです。

エコノミークラス症候群
（肺塞栓症）の予防
4.
　飛行機内で長時間座りつづけると、足全体がむくみます。これ
は、足を動かさないために、血液が停滞して血液中の水分が
血管の外にしみ出すためです。水分が少なくなった血液はどろ
どろと粘度が増し、血栓を作りやすくなります。とくに、コーヒーや
アルコールを摂取すると、利尿効果でさらに血栓ができやすく
なります。血栓が血液にのって肺まで到達すると肺に詰まり、
呼吸困難や胸痛、意識喪失などの症状が出現し、重症の場合は
死亡することもあります。

旅行者下痢症の原因と治療5.
　海外旅行者の30～50％以上が旅先に着いて5日以内に
下痢を経験します。この割合は保健衛生事情の悪い途上国
に旅するほど多くなります。この旅行者にみられる下痢を
「旅行者下痢症」といいます。
　症状は、吐気、嘔吐、発熱、頻回便意、腹痛、水様便、
血便、粘液便などです。
　原因は、大腸菌、サルモネラ、赤痢、カンピロバクター、
コレラなどの細菌や、エンテロウイルスなどのウイルス性、
アメーバ赤痢などの原虫（寄生虫）で起こります。その他、
軽い場合は、過労、ストレスの他、飲料水が硬水であること
から下痢をする場合もあります。下痢を起こしやすい体質の
人や免疫力が落ちている人はかかりやすいので注意が必要
です。特に安全な飲料水の確保は欠かせません。ミネラル
ウォーターや湯冷ましを手に入れましょう。細菌性の「旅行者
下痢症」では、抗生物質が治療薬として有効ですが、予防薬
として服用すると、菌が耐性（抗生物質が効かなくなる性質）
を獲得して、効かなくなる場合があります。また、強い下痢
止め、吐き気止めの使用は症状を悪化させる可能性もあり
ますので注意してください。

ワクチン 主な流行地域 接種回数と免疫効果

○

－

－

△

○

○

○

○

海外渡航者のための予防接種
滞在期間

A型肝炎

破 傷 風

狂 犬 病

日本脳炎

発展途上地域
東 南 ア ジ ア
ア フ リ カ
南 ア フリ カ

世 界 各 地

世 界 各 地

ア ジ ア 地 域
東・東南アジア

3回接種で5～10年有効。

3回接種で約10年間有効。
子供の頃に定期予防接種
を受けている者は10年に
一度の追加接種でよい。

○：推奨する予防接種　△：地域により接種が必要になる予防接種

● 予防接種実施機関
　・福岡検疫所（TEL：092-291-4092）
　・赤坂総合健診センター（TEL：092-761-2544）

● 感染症流行状況、予防接種の要否
　・海外渡航者のための感染症情報
　（厚生労働省）
　　https://www.forth.go.jp/
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1.海外留学健康の手引き 2017年4月 第二版
   （公益社団法人全国大学保健管理協会編）
2.海外旅行必携ハンドブック（日本医師会編）
3.海外旅行、海外留学、海外駐在トラブルガイド予防編
  （TSC海外旅行センターAIU海外保険プラザ）
4.日本旅行業協会感染症医療情報
　（社団法人日本旅行業協会）

1.常に衛生を心がける

　衛生面で心配のある国では生肉､生魚、生水はもちろん、
生野菜、カットフルーツ、氷の入ったジュースなども飲食しないよう
要注意。レストラン等で注文する際は、十分に熱を通したメニュー
を選ぶようにしましょう。

2.生ものは避ける

　蚊や虫からマラリア､黄熱病などに感染する危険があるので
虫除けスプレー､長袖､長ズボン、帽子で予防を怠らないように。

3.虫刺されを予防する

　狂犬病などの予防注射をしていないことも多いので､ペットも
含めて動物に噛まれたら、必ず直ちに医師に診てもらいましょう。
また鶏や野鳥、その死がいなどにも接触しないよう注意しましょう。

4.動物には触らない

　皮膚から寄生虫が体内に入ることもあります。ビーチ､ホテル
の室内でも裸足は禁物！

5.裸足で歩かない

　丈夫な人でも慣れない環境で体調を崩すと､思わぬ病気にかかっ
てしまうもの。欲張らず、ゆとりをもって旅を楽しみましょう。

6.十分な休養をとる

　下痢､嘔吐､高熱､めまい､切り傷･出血などの症状は放っておか
ず､病院やクリニックなどで診てもらいましょう。

7.“予兆”を見逃さない

　海外での治療は費用も時間も予想以上にかかってしまうことが
あります。事前に治療していくか､痛み止めの薬を持参しましょう。

8.意外な盲点は、“虫歯”

　新型コロナウイルスの感染が世界的に流行しています。うがい、
手洗い、マスクの準備など、感染症予防対策の基本を守ることが
大切です。

9.最新の安全衛生情報・
   現地の医療情報に注意する

麻疹（はしか）ワクチンの接種を！

短期 長期

3回接種で1～1.5年有効。
噛まれたときは、追加接種
が必要。

3回接種で4～5年有効。
子供の頃に定期予防接種
を受けている者は5年に
一度の追加接種でよい。

□ 胃腸薬
□ 整腸剤、下痢止め　
□ 便秘薬
□ かぜ薬、咳止め
□ 解熱剤、鎮痛剤
□ 酔い止め  
□ ビタミン剤
□ 体温計
□ マスク 

□ 吐気止め
□ 抗ヒスタミン剤（抗アレルギー剤）
□ 虫刺されのかゆみ止め
□ 虫除けスプレー
□ 絆創膏
□ 目薬
□ 保冷・冷却シート
□ とげ抜き、ピンセットなど
□ スポーツ飲料（顆粒）

予防方法

●軽症：水分を充分に取り、消化のよい食事を少量ずつ
　頻回に取る。
●中等症～重症：絶食し、水分補給を行う。
●WHO（世界保健機関）では、簡便な補給液として以下 
　の方法を紹介しています。
　❶食卓塩4g（ティースプーン１杯） 砂糖40g（ティー
　　スプーン8杯）水1L（コップ5杯）。また、スポーツ
　　飲料も有効です。
　❷経口で飲めないほど嘔吐がひどい
　　場合、くりかえす下痢は、点滴が必要
　　ですので受診してください。抗生
　　物質は医師の判断に委ねましょう。

下痢の治療法

海外旅行に携帯したほうがよい薬や衛生品
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　生活習慣や言語の違い、家族や友人から離れて生活する中で、
その文化に溶け込もうとする気負いやコミュニケーションがうまく
取れないという苛立ちからカルチャーショックに陥ることがあり
ます。以下に記載する症状に気づいたら早めに対処していきましょう。

カルチャーショック
への対策

現れやすい症状1.

適応のプロセス2.

こころのケアのためのストラテジー3.

新しい環境に適応する際には、次のプロセスをイメージしておくとよいでしょう。

□ 頭痛、吐き気
□ めまい
□ 怒りやすくなる
□ 焦燥感
□ 逃げ出したい気分

□ 疲れがなかなか取れない
□ 胃腸の調子が悪い
□ 以前は楽しかったことが楽しめない
□ 疎外感
□ 孤独感

□ 集中力がなくなる
□ 食欲がない 
□ ミスが続く
□ 次の行動になかなか移れない
□ 睡眠不足になる（寝つきが悪い、
　 眠りが浅く何度も目が覚める、朝早く目が覚める）

❶ ❷ ❸ ❹

2．親しい友人、先生などと話をしよう
　自分が感じていることを親しい友人や先生などに話してみる。
話をすることで気持ちが楽になったり、今の状況を整理して考え
ていけるようになります。たまには日本の家族や友人に電話をして、
思いきり日本語で話をすると気分転換にもなります。一人で抱え
込むことは避けましょう。話すことがおっくうになった時は、その
事を誰かに相談しましょう。

3．みんなといる時間と一人でいる時間を上手に持とう
　気の合う仲間との交流はとても元気をもらい
ます。また、人によっては一日のどこかに自分だけの
時間を持つことが大事な人もいるでしょう。自分の
タイプをよく考え、みんなといる時間と一人でいる
時間の両方から上手にエネルギーを充電するよ
うにしましょう。

6．健康的な生活を心がけよう
　適度な運動や十分な睡眠を取り、規則正しい生活を心がけ、
体調を整えるようにしましょう。健康な体は気持ちも安定させます。

5．語学力と自分の能力とを同一視しないようにしよう
　ネイティブの人たちの会話についていけない時など、自分
が能力のない人間のように思えてしまうことがあります。語学力
が少々劣っていても、元々自分が持っている能力はたくさんあり
ます。適応していく中で少しずつそうした能力を発揮していくと
よいでしょう。

1．適応には時間がかかることを覚えておこう
　新しい環境に適応していくには、上記のよう
なプロセスをたどることがあり、もともと時間
がかかるものだと考えておくといいでしょう。自分
が今どのあたりの位置にいるか確認しながら、
ゆっくりと適応していくことが大切です。決して
短期間で慣れなければと焦る必要はありま
せん。時間的展望の中で今を捉えましょう。

7．日記をつけよう
　思ったことや今日あったことを記録しましょう。日記
を書くことによって自分のことを客観的に見ることが
できます。人と比べたり、心理的な視野の狭まりを
防げます。また、将来の思い出の宝物になります。

4．留学を人に助けを求めることを学ぶ機会ととらえてみよう
　留学生活を充実したものにしていくためには、自分一人の努力
だけでなく、上手にまわりの人の助けをもらうことが大切
です。いきいきと生活している人は、意外とまわりからの
サポートを上手にもらっています。人に助けを求めること
が苦手な人は、良い機会と考えてみてはどうでしょう。
ネットワークの中にいる自分が発見できるでしょう。

❶ 新しい出発（期待と不安の時）
　すべてが新鮮に映り、新しい環境に対する期待と意欲
で一杯の時期と共に不安も同時にあります。

❷ 失　望
　自分が慣れ親しんできた文化との違いを実感（言葉や
習慣、なじみのない食べ物、匂い、行動ルールや規範
など）。不安を感じると共に、新しい環境に嫌悪感を抱い
たり、失望したりします。落ち着かなくなったり、あせり感が
起こります。

❸ 前向き
　友人ができたり、ある程度の生活リズムが作られる中
で、なんとかこの環境でやっていこうと少しずつ前向き
になってくる時期です。

❹ 適　応
　新しい環境に慣れてくると共に、この環境を楽しめたり、
自分なりのスタイルが作られたりするようになります。

　誰もが心のプロセスとして❶→❷→❸→❹と変化
していきます。変化のための時間は一人ひとり異なります
が、最終ゴールは❹適応です。あせりは禁物です。ゆっ
たりと自分を見つめましょう。
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1年間留学 半年間留学

概 要
本学の国際交流計画に基づく海外派遣留学生選考
試験に合格して、協定校に交換留学生として 1年間 
派遣される留学

本学の国際交流計画に基づく海外派遣留学生選考
試験に合格して、協定校に交換留学生として 半年間 
派遣される留学

単位認定 留学先大学で修得した単位は、 30単位 まで換算可能
（教職課程等一部を除く）

留学先大学で修得した単位は、 16単位 まで換算可能
（教職課程等一部を除く）

本学での
履修

原則として、指定された留学期間と本学の学期が重なっている場合、重なっている学期の授業は履修することが
できない。ただし、通年科目は、学期の途中であっても、留学から帰国する年度の6月末までに帰国して履修登録
手続きを行った場合は、履修することができる。

● 半年間留学と比較して、語学力や異文化理解の
更なる向上が期待できる

● 1年間留学と比較して、経済的負担が抑えられる

学 費 本学に納入（派遣先大学の授業料は免除）

学籍の取扱い 在学として取り扱う（修業年数に算入される）

メリット

● 留学期間は、在学期間として取り扱われ、単位換算も認められるため、2、3年次に留学すれば4年間での卒業も
可能（ただし、個人の単位修得状況により、4年間で卒業できない場合もある）

● 留学先大学の授業料が免除され、奨学金も支給されるため、私費留学する場合と比べて経済的負担が少ない
● OB・OGのネットワークにより情報が得やすい

● 4年次から留学する場合は帰国が自動的に5年次と
なる

● 生活費は自己負担となるため、ある程度の資金は必要

● 留学期間の延長は不可
● 生活費は自己負担となるため、ある程度の資金は必要

留意点

● 留学先大学は、本人の希望を加味して本学が決定する。

　海外派遣留学生制度は、本学の国際交流計画に基づく海外派遣留学生選考試験に
合格して、協定校に交換留学生として半年間あるいは1年間派遣される制度です。
　この制度を利用して留学すると、本学における履修や単位換算等、教務上・学籍上の
配慮があり、4年間で卒業することも可能です。また、留学先大学の授業料が免除される
ほか（本学の学費は納入）、奨学金も支給されます。

※学部生、大学院生が応募可能な協定校は、募集要項に掲載する。

※GPAは在学期間すべての成績を用いて算出する（通算GPA）。
※英語派遣に応募するにあたり、文学部英文学科、外国語学科英語専攻、外国語学部の学生は、アメリカの協定校に
　応募する場合、TOEFL ITP 520点、TOEFL iBT 68点、またはIELTS 5.5以上のスコアを有していること（アメリカ
　以外の協定校は、各協定校が求める語学力を満たしていれば応募することができます）。

本学では、海外派遣留学生が海外生活や勉学に適応できるように、出発前にきめ細かなオリエンテーションを実施しています。

GPAの計算方法：
4.0×Sの修得単位数 ＋ 3.0×Ａの修得単位数 ＋ 2.0×Ｂの修得単位数 ＋ 1.0×Cの修得単位数

総履修登録単位数（D・Xの単位数を含む）

募集内容は変更になることがありますので、各出願時期に発行される募集要項
で必ず確認してください。

第1回（2月）

第2回（3月）

第3回（6月）

第4回（7月）

協定校への出願手続き

就職講座

安全対策講座（心のセルフケア・健康管理など）

最終案内、出発式

　この授業は、海外の大学において必要とされる“アカ
デミック・スキル”を修得することを目的としており、英語・
フランス語により留学をする学生のために開講される
講座です。英語・フランス語派遣留学生は受講すること
が義務付けられています。

英語派遣留学準備講座・フランス語特別研究

海
外
派
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学

海外派遣留学の
概要

応募資格・
オリエンテーション

オリエンテーション

情報収集について

選考スケジュール

　海外派遣留学を実現するために、何よりも重要なのが、海外派遣留学の応募資格を満たすことです。
満たしていなければ応募することができません。特に在学成績は応募資格の1つであるため、日頃から授業に
主体的に取り組むことが大切です。留学を強く希望していても、在学成績や語学力が応募資格を満たして
いないために受験を諦める学生も多くいます。早めに応募資格を確認して、準備することをお勧めします。

　留学先の国・地域、受講科目や留学費用などは、協定校のホームページや派遣留学生の留学報告書（p.4 ④）、「留学
費用の目安（p.7）」、「 選考スケジュール（p.25）」、「留学先の選び方（p.52）」などを参考にしてください。また、国際センター
では、ホームページやInstagramで留学に関する情報を発信しています。

応募資格

（注1）派遣期間は派遣先大学によって異なります。
（注2）3年次以上で応募し、1年間留学を希望する場合、原則として4年間での卒業はできません。該当する場合は、
　　 必ず教務課、国際センターに相談すること。

重要

❶ 学部生・大学院生（専攻科生は対象外）

A日程：韓国、ドイツ、南アフリカ、チリ、ペルー、タイなど
B日程：上記以外の国（A日程の派遣枠に余りが出た場合はB日程でも募集します。）

❷ 在学成績のGPAが2.2以上の者（卒業要件に算入しない科目の単位は除く）
❸ 募集要項に掲載する語学力要件を満たしていること。

24 25

A日程
2023

4月日 程 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

2024

2023

2025

2024B日程

募集
説明会

合格者
発表

オリエンテーション・
出願手続き

出願手続き・オリエンテーション

申込期間

募集説明会 申込期間 合格者発表

出発

出発

半年間：2・3月～6・7月／7・8・9月～12・２月 1年間：2・3月～12・2月

半年間：8・9月～12・1月 1年間：8・9月～5・6月

※GPAの対象外の授業科目：（1）T（単位認定）の科目、（２）2段階評定科目P（合格）、F（不合格）の科目、（３）教職課程科目等の卒業所要単位に算入しない科目

※協定校によっては、施設費等の諸経費が発生する場合があります。



　3年次から1年間海外留学する場合、4年次の5～6月に帰国することになり、就職活動
が遅れることを心配して、海外派遣留学に応募することを断念する人が少なくありま
せん。しかし、学生時代に留学を経験することで、将来仕事をする上で必要となる国際
感覚や広い視野を身に付けることができ、将来の進路を明確にする良いきっかけともなり
得ます。「留学したい」という気持ちがある方は、まずは国際センターや就職課を訪ね
たり、実際に留学していた学生から情報を収集してみたりすることをお勧めします。

海
外
派
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留学と就職
就職活動のスケジュール・流れ
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：留学準備期間 ：留学期間 ：就職活動期間：就職活動準備期間
（インターンシップ・仕事研究・自己分析） （ES・筆記試験・面接）

データで見る海外派遣留学と就職活動

2017‒2018、2018‒2019 海外派遣留学生 対象161名

1年間卒業を遅らせ
就職活動を行う

4年間で卒業する

29%
4年で卒業

5年以上で卒業

71%

2年次に留学

17%
４年間で卒業

100%
1年間

半年間

96%

4%

3年次に留学

65%

4年次以上に
留学

19%

留学期間 卒業年数留学年次
卒業スケジュール

1年間 72%

半年間 28%

4年間で卒業 65%
卒 業 延 期 35%
4年間で卒業 97%
卒 業 延 期 3%

1年間 70%

半年間 30% 4年間で卒業 75%
卒 業 延 期 25%

卒 業 延 期 100%

3年生2年生
前期 夏休み 後期 春休み 前期 夏休み 後期 春休み 前期 夏休み 後期 春休み 前期 夏休み 後期 春休み

5年生4年生

3年生

4 5 6 7 8 9 10 8 9 1011 12 1 2 3 4 5 6 7

4年生

４
年
間
で

卒
業
す
る
場
合

４
年
次
以
上
で

卒
業
す
る
場
合

４
年
次
以
上
で

卒
業
す
る
場
合

一般学生
※詳細は、最下部参照

※留学時期の検討材料として参考にしてください。

2年次に留学
（B日程）

3年次に留学
（A日程）

3年次に留学
（B日程）

3年次に留学
（B日程）

4年次に留学
（A日程）

4年次に留学
（B日程）

内

定

内

定

内
定
式

◎志望する業界や企業によって採用試験の時期が違いますので、一概には言えません。まずは、志望する業界や企業があれば、
それぞれの採用試験の時期を調べることが重要です。

・4年次の5～6月に帰国した場合、すでに採用試験が終わっている企業があることは事実ですが、夏以降にも採用活動を行う
企業も多くあります。志望する企業があれば、採用試験の時期を確認しておく必要があります。

・海外派遣留学生制度では、2年次から留学すれば3年次に帰国することが可能であり、半年間留学の制度もあります。韓国・
ドイツ・南アフリカ・チリ・ペルーへ留学する場合は、欧米と留学期間が異なり、就職活動が本格化する3月までに帰国することも可能
ですので、留学先を検討することもひとつの方法です。ただし、採用試験の時期は年によって変動する可能性がありますので、
注意が必要です。

Q1. 留学したことで就職活動が遅れると不利ですか？

　グローバル化が叫ばれていますが、現状では企業の大半は留学経験者を特別視して採用はしていません。しかし、留学経験は自分を
成長させ、時には将来の進路を決めるきっかけともなります。将来、仕事をする上で必要となってくる国際感覚や広い視野、コミュニケー
ション能力、バイタリティなど多くの能力を身に付けることができることも事実です。それをどう就職に活かすかにかかっているでしょう。

Q2. 留学経験は、就職活動に有利ですか？

5年目の学費の内訳は以下のとおりです。

Q3. 5年生で留学する場合、5年目の本学の学費はどうなりますか？

よくある質問 Ｑ＆Ａ

※1 修業年限（4年）を超える年度の授業料は、卒業要件単位数の不足単位数×@24,000円とする。（半期上限375,000円）
　　（参考） 施設費：85,000円（半期）／教育充実費：20,000円（半期）／その他諸費用（年）：自治会費5,000円、保険700円

授業料   ＋施設費＋教育充実費＋その他諸費用※1

参考：卒業年次による比較（３年次B日程で留学した場合）

●一般学生の就職活動スケジュール

4年間で卒業

留学との両立

就職活動の
時期

経済的な
負担

卒業時期

卒業延期するより少ない

留学と就職活動の時期が重なることがある
（ESの提出、オンライン面接など）

希望する企業・業界の選考スケジュールに
間に合わない可能性がある

留学後、余裕を持って
早めに就職活動に取り掛かることができる

学費の負担がある（p.26 Q3参照）

インターンシップなどの早期選考に参加しやすい

４年次以上で卒業する場合（1年間卒業を遅らせる）

内 々 定

自己 分 析

ES／面接／筆記試験対策
業界・企業研究

企業説明会夏ISエントリー
夏IS 秋・冬IS

秋・冬ISエントリー

エントリー
採 用 選 考

エントリー開始と同時に選考集中
→それまでに対策を終える必要

インターン募集はもう開始
→夏から準備開始では手遅れに

同級生と情報収集・
交換を行いやすい！

メリット

就職活動にゆとりが
あるため、留学に集中
しやすい！

メリット



　私は、自分の視野を広げるため、また異文化理解と語学力の向上のために留学を決意しました。ベイラー大学の
周りには教会がたくさんあり、キリスト教の文化を肌で感じることができました。サンクスギビングディナーやホーム
カミングのパレードへの参加など、アメリカの文化を体験するためのイベントがたくさんあり、非常に貴重な経験を
することができました。多様な価値観があり、一人一人が自分の意志を強く持ち自分に合った生活を送っているアメリカ
の学生を見て、今後は周りに流されずに、興味があることには積極的に挑戦し、自分に合った人生を考えながら
これからの進路を考えていきたいと思います。

国際文化学部 国際文化学科　岸 はづきさん（2022-2023年度参加）
多様な文化に触れ、自分の価値観を変えた貴重な経験体験談

2022-2023年度 海外派遣留学生
ベイラー大学

　私は、日本と全く異なる土地で現地の飾らない暮らしに触れ
てみたいという思いがあり、留学を大学生活での目標として
いました。コロナ禍での留学で、現地でワクチンを接種したり
フランス渡航時に検査が必要だったりと、例年とは異なることば
かりでしたが、コロナで旅行客が少ないからこそ現地の暮らし
を体験することができました。留学当初は現地のスピードについ
ていけず苦労しましたが、担当の先生に直接質問したり、フラ
ンス語のラジオや動画を見たりと自らアプローチすることを心
がけました。留学での経験から異文化理解を深めることができ
たと同時に、現在所属している美術史のゼミにおいてもフラ
ンスの歴史的・文化的背景をより深く読み解けるようになり、
主体的に学びを進めることができています。今後もフランス
語学習を継続しつつ、主体的な姿勢を忘れずにこの経験を
活かしていきたいです。

外国語学部 外国語学科　藤井 利瑛さん
（2021-2022年度参加）

コロナ禍でのフランス留学体験談
2021-2022年度 海外派遣留学生
ボルドー・モンテーニュ大学

28 29

留学前・留学中にできる就職活動

困ったら、学内の以下のサービスを活用しよう

●就職課を利用する
●インターネット
●新聞・雑誌・書籍類
●SNS
●筆記試験対策

情報収集

●就職観やキャリア観を考える

● 就職イベントに参加する
● 就職課員・CAによる個別相談
● OB・OG訪問
● 就職のしおりをみる

● 留学全般に関する問合せ
● 派遣留学報告書を見る

● データベースから検索・研究
・日経BP記事検索サービス
・東洋経済デジタルコンテンツライブラリー(四季報・業界地図など)
・日経テレコン

自分史の整理

●キャリアフォーラム

イベントに参加

https://careerforum.net/ja/
大手企業も多数参加し、即日内定もあり。
留学経験者対象の採用イベント。

●WEB説明会・面接に参加する
留学先から、WEB説明会・選考に参加
することも可能です。

●インターンシップに参加する
留学先でインターンシップ受入先を見
つけ、就業体験（無償）を行う学生もい
ます。

日頃から、自分が大切にしたい価値観や
自分が人生に求めることを考えておく。

企業のミスマッチ防止や、企業を自らの観点
で絞りやすくなる。

●日記を書く
留学中の日頃の出来事や自分の思考を
整理し、経験や思考、アイデアを書き留める。

留学中に日頃からメモをしておけば、帰国後
に慌てて経験を整理する必要がない。

海外派遣留学生の主な就職先（過去5年間・一部抜粋）

就職活動に関する問い合わせ先 ［就職課］

・パナソニック
・スズキ

・シャープ
・三菱自動車

・日立製作所製 造

就職課 図書館

国際センター

・三井住友信託銀行
・楽天銀行

・西日本電信電話
・KDDI

・福岡銀行
・西日本シティ銀行

金融・通信

・日本航空
・全日本空輸

・商船三井
・ＪＴＢ

運輸・旅行 ・公立・私立学校教員【中学校】【高等学校】
・大学職員

教 育

・九州旅客鉄道
・西日本鉄道国際物流事業本部

・日本通運物 流 ・市職員　・国家公務員一般職　他公務員

・日本旅行

E-mail syusyoku@seinan-gu.ac.jpTEL 092-823-3321

LINEはこちら

就職課Moodleより

国際センター
学内HPより

就職課Moodleより

海
外
派
遣
留
学



ミドルテネシー
州立大学

ファーマン大学

サムフォード大学

特になし

Closed: Nursing, Dental Hygiene, Elementary Education
Limited- Marketing, Management, Accouting, Finance,
Graphic Design, Social Work

Some departments like (music & theater) might be 
closed to enrollment due to audition requirements.

Closed: Education, Veterinary Science, Health 
Science, Nursing

5.5

6.5

61

76

90

500

540

575

○ ○

○ ○

ベルモント大学

ミネソタ州立大学
マンケート校

スリッパリーロック
大学

Closed: Motion Pictures

○ ○

○

ー
(3.0) 

ー ー 2.8○ ー

6.0 ー 2.5
(2.75)ー

ー ーー

ー 2.5ー

ー 2.5準1級

ー 2.5ーClosed: Nursing
Limited: Recording Industry, Aerospace 

○ 500 61 5.5

特になし

○ ○ 500 62 6.0

マーシー大学 ○ 71 6.0

ノース・アラバマ大学 Computer Science, Information Technology, Computer
Information System

ー ーキャンベル大学 ○ ○ ー 61 5.5Limited: Engineering

6.580ー ー 2.5○ ○ ー

5.561500 ー ー○ ○ ー

72 with 
minimum of 
Listening 17 
Reading 18
Speaking 20 
Writing 17

30

Closed： Nursing, Veterinary Medicine, eMBA 
Kinesiology, Engineering

以下のリンクを確認すること。
https://studentsuccess.mcmaster.ca/international-
students/incoming-exchange-students/

以下の2分野から1つの分野を選択し、 その分野の開講
科目を履修する。
・Business Administration
・Professional Communication

○ ○プリンス・エドワード・
アイランド大学 ー ー

協定校名 派遣先
プログラム TOEFL ITP TOEFL iBT IELTS TOEIC(※)1年 英検

GPA
必須
(推奨)半年

語学力要件派遣期間

○ ○

○ ○

ノ
ル
ウ
ェ
ー

フィ
ン
ラ
ン
ド

ノード大学

ユバスキュラ
応用科学大学

次のいずれかの学部及びコースに限定
・Faculty of Social Science 
・Faculty of Education and Arts
・Business School
・Faculty of Bioscience and Aquaculture

次のいずれかの学部に限定。
・School of Business
・School of Technology

500

513

60

86

65

5.5

○ ○

○ ○ ー

カ
ナ
ダ

アメ
リ
カ

イ
ギ
リ
ス

マクマスター大学 550

○ ○コンコルディア大学

ロイヤルロード大学

以下のリンクを確認すること。
https://www.concordia.ca/international/students-
from-abroad/inbound-exchange/apply.html

ー

○ ○ ー

学部

セントラル・
ランカシャー大学

5.5

6.5

31

Closed: Medicine, Pharmacy, Degree Apprenticeship 
Modules
出願時(2023年4月時点)の学年に応じて、次のいずれかを
履修可能。
3年次以上：International Business Communication 
(1年間のみ)、もしくはその他の学部の開講科目を受講する
2年次：1年次向けの学部の開講科目を受講する

以下のリンクを確認すること。
https://www.yorksj.ac.uk/international/study-abroad-
and-exchange/study-abroad-at-york-st-john/academic-
information/

6.0 no band 
below 5.5

5.5 no band 
below 5.5

6.0 no band 
below 5.5

80 with 
minimum of 
20 in each 
category

88 with a 
minimum 24 
in writing 
and 20 in 
listening, 
reading and 
speaking

6.5 with a 
minimum 6.5 
in writing 
and speaking 
and 6.0 in 
listening and 
reading

90 with a 
minimum 34 
in writing 
and speaking

80 with
minimum of
Listening 10
Reading 10
Speaking 17
Writing 19

75 with 
minimum of 
Listening 17 
Reading 18 
Speaking 20 
Writing 20

6.5 with 6.5 in 
writing no 
other band 
below 6.0

7.0 no band 
below 5.5

ー

ー

ーー ー
(2.7)

ー
(2.7)

ー 2.77

ーー 3.0

ー 3.0

ー 2.7

ー

ー ーー

ー

ー ー

ー ー

○ ○ ーキール大学 ーClosed: Medicine and Health Science

○ ○ ー
ヨーク・
セントジョン大学 ー

派遣先大学での履修制限・条件等
Closed： 履修不可 ／ Limited： 履修制限有

○ ○
イ
タ
リ
ア

トリノ大学 500 61 5.5 ーー ー

次のいずれかの学部に限定（学部ごとの派遣人数が異なる）
・Department of Management：1名 
・Department of Economics, Social Studies, Applied 
Mathmatics and Statistics：1名
・Department of Law：1名
・Department of Foreign Languages, Literatures and 
Modern Cultures：2名
*主にDepartment of Foreign Languages, Literatures and 
Modern Cultures以外の学部 の授業を履修する(Department 
of Foreign Languages, Literatures and Modern Cultures
では英語での授業がほとんど開講されていない)。

海
外
派
遣
留
学

【学部課程】派遣先大学の学部課程の科目を履修し、現地の学生と一緒に学びます。交換留学生は履修できない科目もあります。

アメ
リ
カ

アメ
リ
カ

マ
ル
タ

ニューヨーク州立大学
オネオンタ校

ベイラー大学

ロード・アイランド大学

サン・ディエゴ州立大学

マーサー大学

デラウェア大学

ハワイ大学ヒロ校

ニューメキシコ州立大学

ニューヨーク市立大学
スタテンアイランド校

協定校名 派遣先
プログラム

派遣先大学での履修制限・条件等
Closed： 履修不可 ／ Limited： 履修制限有 TOEFL ITP TOEFL iBT IELTS TOEIC(※) 英検

GPA
必須
(推奨)1年 半年

語学力要件派遣期間

学部

学部
またはＥＳＬ

学部
またはＥＳＬ

学部
またはＥＳＬ

Closed： Education Courses

特になし

特になし

Closed: Nursing

Closed： Law, Medicine, Education, Social Work, 
Music, Education

特になし

特になし

Limited： Pharmacy, Nursing, Education, Supply Chain 
Management, Landscape Architecture, Engineering

学部語学力要件
TOEFL iBT 80 (with minimum of 17 in each 
category）, IELTS 7.5
学部語学力要件に満たない学生は、派遣先大学到着
時に英語力アセスメントテストを受験し、結果により
English for Academic Purposes (EAP)を履修しな
ければならない。
Closed: Nursing
学部語学力要件
TOEFL iBT 71 / IELTS 6.0 (no band below 5.0)
学部語学力要件に満たない場合は前期ES L
（Intensive English Language Institute)、後期は
IELIもしくは学部の科目を履修する。
Limited: Business, Computer Science, Education, 
Engineering, Art, Aviation　一部、有料授業有

学部語学力要件
TOEFL iBT 74 / IELTS 6.0

学部語学力要件
TOEFL ITP 550 / TOEFL iBT 79 / IELTS 6.0
学部語学力要件に満たない場合は前期ESL(EAP 
Program)、後期は学部の科目を履修する。

プレースメントテストの結果次第で、ELI*の授業を一部
履修する。
*ELI: English Language Institute

Closed: Macaulay Honors Courses 

Limited: Nursing, Creative Media Institute 

6.0

6.0

6.5

6.5

5.5

6.0

61

54

61

80

61

61

6.5
no part

below 6.0

80
no part
below 18

79

76

500

550

500

500

550

550

540

○ ○

○ ○

ーー

セント・クラウド州立大学

カーソン・ニューマン大学

ユタ州立大学

5.561○

ー 3.0

ー 2.5

ー

○

○

○

○

○ ○

○ ○

○ ○

ー

6.068520 ー ー○ ○ ー

ー 1級

ー 準1級

ー 2.75

ー ー
(3.0)

ー
(3.0)

ー
(3.0)

ー

ー 3.0ー

6.579ー ー 2.5○ ○ 準1級

ー ー ー
(2.5)ー ー

5.5○ 500 ー ーー ー

学部語学力要件
TOEFL-iBT 79
IELTS 6.5(no band below 5.5)
学部語学力要件に満たない場合は語学力に応じて
「Undergraduate Language Studies (ESL 
Bridge)」または「Intensive English Program 
(ESL)」を受講する。

61サザン・
ニューハンプシャー大学

マルタ・アメリカン大学

6.0
no

band
below
5.0

○ 500 ー 2.5ー ー

54 5.0○ 480 ー ーー ー

準1級

募集要件一覧 　派遣先大学の中には、本学が海外派遣留学生選考試験で設定している応募
資格より高い語学力要件やGPAを求める場合があります。
　ここに掲載している募集要件は、2022年度のものですので、国際センターの
学内HPで必ず確認してください。

Intensive 
English 
Language 
Institute

学部
またはＥＳＬ
Intensive
English
Program

学部
またはＥＳＬ
English 
Language 
Institute

※英語面接が行われる場合もある

学部語学力要件
TOEFL ITP 550 / TOEFL iBT 79 / IELTS 6.0
語学力要件に満たない場合、Cultural Exchange 
Programでの提供科目を履修する。
Closed :  Communica t ion  Sc iences  and  
Disorders, Nursing, Liberal Studies, Counseling 
and Educational Development, Elementary 
Education, Middle Grades Education, Speech 
Pathology & Audiology

ノース・カロライナ大学
グリーンズボロ校 6.068520○ ○

【ESL＋学部課程（または学部課程のみ）】最初の学期をESL（留学生向け英語プログラム）に所属し、２学期から学部課程の科目を選択するコースです。
※ただし、出願時点に語学力要件を満たしていれば最初の学期から学部課程で学ぶことが可能です。なお、前期終了時点で留学先大学が求める語学力に満たない場合は、後期もESLの授業を履修しなければならない場合もあります。

協定校名 派遣先
プログラム

派遣先大学での履修制限・条件等
Closed： 履修不可 ／ Limited： 履修制限有 TOEFL ITP TOEFL iBT IELTS TOEIC(※) 英検

GPA
必須
(推奨)1年 半年

語学力要件派遣期間

アメ
リ
カ

ＥＳＬワシタ・バプテスト大学 5.0○ 480 ー 2.75

オクラホマ・バプテスト
大学 6.071ー ー 3.0

3.0

○ ○ ー

54 5.0○ 480 ー 3.0ー ー

ー ー

【ESL】English as a Second Language の略語で、英語を母国語としていない方が第二言語として英語を学ぶコースです。留学生向けに開講されている英語プログラムに所属し、
各国から来た留学生と共に学習を行います。語学学習に特化しているプログラムであるため、ＥＳＬで取得した単位を本学の単位に換算する場合は制限があります。

協定校名 派遣先
プログラム

派遣先大学での履修制限・条件等
Closed： 履修不可 ／ Limited： 履修制限有 TOEFL ITP TOEFL iBT IELTS TOEIC(※) 英検

GPA
必須
(推奨)1年 半年

語学力要件派遣期間

●英語派遣

※ TOEICを応募資格の語学力要件として提出する場合、TOEFL-ITP、TOEFL-iBT、IELTS、英検のいずれかのスコアも必ず提出してください(TOEIC のスコアのみでは受付不可)。
　 TOEIC以外のスコアは語学力要件を満たしている必要はありませんが、選考にはTOEICではなくTOEFL-ITP、 TOEFL-iBT、IELTS、英検のスコアを使用します。
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釜慶大学校 特になし

韓
国

マレ
ー
シ
ア
フィ
リ
ピ
ン

学部

梨花女子大学校
学部・
大学院

高麗大学校

○ ○アテネオ・デ・
マニラ大学 特になし

特になし

550 79 6.0 ー

○ ○マラヤ大学
Closed： Medicine, Dentistry, Pharmacy
Limited： Faculty of Business & Accountancy,  Faculty of 
Law (TOEFL550 or IELTS 6.0以上が必要） 500 61 5.5

○ ○ 500 61 5.5

785
(※)

タ
イ

イ
ン
ド
ネ
シ
ア

次のいずれかの学部に限定
・Humanities and Social Sciences
・Tourism and Hotel Management　・Business School

○ ○マハサラカム大学

カセサート大学

480 54 5.0 ー ー ー

ー ー ー

ー 2.5ー5.561500

ー 3.0

ー 2.8

学部課程語学力要件
TOEFL-ITP 550　TOEFL-iBT 79　IELTS 6.0
語学力要件に満たない場合、プレースメントテストの結果次第
で、語学力強化プログラムの授業（EPST プログラム）を一部
履修する。

○ ○ビーナス大学 500 54 5.0 ー ー 2.75

ー ーー5.561500○○

ー 2.5ー5.561500○○

○○
Closed:Medicine, Nursing, Pharmacy, Law, Teacher 
Education, Division of Information Security, Art & 
Design, graduate level Business courses, all courses at 
Sejong campus

留学開始時の語学力がＢ2レベルに達していない場合、
前期はフランス語の授業を履修する。（無料）

Limited: Department of Law
出願時の語学力がＢ２レベルに達していない場合、
前期はフランス語の授業(有料：約€4,000/学期）を
履修する。

Modern Language Departmentが開講する授業を
51%以上履修する。以下のリンクから、開講科目を確認
すること。
https://formations.univ-grenoble-alpes.fr/fr/index/
acces-directs/offre-de-cours-pour-etudiants-en-
echange.html

学部・大学院課程の場合、Faculties of Arts,
Letters, Languages and Humanities（B１必須）と
Faculty of Law（B2必須）の中から授業を選択する。
Faculty of Lawは一部履修できない科目がある。
前期の大学付属語学教育機関でB1到達コースに入れ
ない場合、後期も大学付属語学教育機関の授業（有料：
約€1,650/学期）を履修する。

留学開始時の語学力がＢ2レベルに達していない場合、
前期はフランス語(有料)の授業を履修する。
https://international.umontreal.ca/english/inter
national-students/student-exchange-program/
french-language-courses/
学部・大学院の履修制限は以下のリンクより確認すること。
https://international.umontreal.ca/english/inter
national-students/student-exchange-program/
programs-of-study-with-particular-requirements
https://international.umontreal.ca/english/inter
national-students/student-exchange-program/

（学部生）
・実用フランス語技能検定試験準2級以上
・DELF・DALF Ａ2以上
（大学院生）
・実用フランス語技能検定試験2級以上
・DELF・DALF B1以上

ルーヴァン・
カトリック大学

モントリオール大学

学部・大学院

○ ○

○ ー

協定校名 派遣先プログラム 派遣先大学での履修制限・条件等
1年 半年

語学力要件
派遣期間

（文学部フランス語専攻の学生）
・実用フランス語技能検定試験3級以上
・DELF・DALF A1以上
（文学部フランス語専攻以外の学生）
・実用フランス語技能検定試験4級以上
・DELF・DALF A1以上

●フランス語派遣

ボルドー・
モンテーニュ大学

エクス＝
マルセイユ大学

大学付属語学教育機関

アンジェ・
カトリック大学

フランシュ・
コンテ大学

○ ○

〈半年間留学（大学付属語学教育機関）の場合〉
・文学部フランス語専攻の学生
  実用フランス語技能検定試験3級以上
  DELF・DALF A1以上
・文学部フランス語専攻以外の学生
  実用フランス語技能検定試験4級以上
  DELF・DALF A1以上
〈1年間留学の場合〉(全学生)
  実用フランス語技能検定試験準2級以上
  DELF・DALF A2以上

（学部生）
・実用フランス語技能検定試験準2級以上
・DELF・DALF Ａ2以上
（大学院生）
・実用フランス語技能検定試験2級以上
・DELF・DALF B1以上

（全学生）
実用フランス語技能検定試験２級以上
DELF・DALF B1以上

○ ○

○ ー

○ ー

フ
ラ
ン
ス

学部・大学院

ベ
ル
ギ
ー

カ
ナ
ダ

特になし

留学開始時の語学力がB2レベルに達していない場合、
前期はフランス語の授業(有料：€１,500-2,000/学期）を
履修する。
Medicine and selective programs以外を受講する。

学部

〈半年間留学の場合〉
大学付属語学教育機関

〈1年間留学の場合〉
前期：大学付属語学
　　　教育機関
後期：学部・大学院
　　もしくは大学付属
　　 語学教育機関

ー

○ ○トゥールーズ大学
ジャン・ジョレス校 ー

ー

ー

ー

ー

2.5

協定校名 派遣先
プログラム TOEFL ITP TOEFL iBT IELTS1年 英検半年

語学力要件派遣期間

●英語派遣

派遣先大学での履修制限・条件等
Closed： 履修不可 ／ Limited： 履修制限有 TOEIC(※)

GPA
必須
(推奨)

GPA
必須
(推奨)

○ ○グルノーブル・
アルプ大学 ー

○ ○ブリュッセル
自由大学 学部

Faculty of Letters, Translation and
Communicationの開講科目を履修する。留学開始時の
語学力がＢ2レベルに達していない場合、前期はフランス語
の授業を履修する。(75€)

(全学生) 
・実用フランス語技能検定試験2級以上
・DELF・DALF B1以上

ー

※ TOEICを応募資格の語学力要件として提出する場合、TOEFL-ITP、TOEFL-iBT、IELTS、英検のいずれかのスコアも必ず提出してください(TOEIC のスコアのみでは受付不可)。
　 TOEIC以外のスコアは語学力要件を満たしている必要はありませんが、選考にはTOEICではなくTOEFL-ITP、 TOEFL-iBT、IELTS、英検のスコアを使用します。

海
外
派
遣
留
学

Closed：Medicine, Nursing, Pharmacy
Limited: Art & Design, Music, ELTEC Engineering, 
Education, Scranton Honors Program
・大学院生は大学院レベルでのみ留学可能(コースの制限等
については国際センターに必ず確認してください。)

台
湾

○ ○東呉大学 特になし 500 61 5.5

○ ○輔仁大学

次のいずれかの学部に限定
・Department of Communication Arts
・Department of Business Administration
・Department of Finance and International Business
・Department of Information Management
・Department of Statistics and Information Science
・Department of English Language and Literature
なお、Department of English Language and Literatureを希望する
場合、TOEFL iBT 79またはIELTS 6.0が必要（TOEFL-ITPは不可）
その他、以下のサイトで確認すること。
http://isc.oie.fju.edu.tw/teachingServicesEN.jsp?labelID=11

495 59 5.5

○ ○ 500 61 5.5 ー東海大学 Restricted: Hospitality, Architecture, Industrial Design,
Landscape Architecture, Fine Arts, Music 

ー ー

ー ー

ー ー
(2.5)

ー
(3.5)

ー ー

ー

○ ○文藻外語大学 特になし 480 54 5.0 ーー

○ ○国立東華大学 特になし 480 54 5.0 ー

ー

ワルシャワ経済
大学 ○ ○ 513 79 6.0

○ ○ 543 75 5.5

ポ
ー
ラ
ン
ド ワルシャワ大学 特になし

特になし

チ
ェコ 学部

学部

マサリク大学 ○ ○ 513 70 5.5特になし ー

○ ○

デ
ン
マ
ー
ク

ハ
ン
ガ
リ
ー

コペンハーゲン
大学

学部・
大学院

Faculty of Humanitiesで開講される交換留学生向けの授業
(courses for international exchange and guest students)を受
講する。 以下のリンクを確認すること。
https://studies.ku.dk/visiting/overseas/co urse-information/
restrictions-and- acdemic-reqirements/

513 65 5.5

ド
イ
ツ

ケルン大学

デュースブルク・
エッセン大学 520 68 5.5

以下のリンクを確認すること。
https://campus.uni-due.de/lsf/rds?state=wtree&search=1
&trex=step&root120202=265964%7C261917&P.vx=kurz

Limited: Manegement, Economics and Social Science, Medicine

ー

ー

○ ○

○ ○

エトヴェシュ・
ロラーンド大学 特になし 500 61 5.5 ー

ア
イ
ス
ラ
ン
ド

アイスランド大学 ○ ○ ー 60 6.0

Closed: Law, Economics, Medicine, Nursing, Psychology
and Pharmaceutical Sciences
Limited: Earth Science programme
Courses in the English Language Programme are only 
available to exchange students majoring in English at 
their home university or students who are very proficient 
in English (except the course“English for Practical 
Purposes”).

ー

○ ○
オ
ラン
ダ

アムステルダム
応用科学大学 学部 513 80 6.0 ーー ー

ー ー

ー ー

ー ー

ー ー

ー750
(※) ー

ーー ー

ーー

ーー ー

ーー ー

ー

513 65○○ ー5.5 ーー

○ ○ 513 65 5.5 ーー ー

フ
ラ
ン
ス

ISGビジネス
スクール

トゥールーズ大学
ジャン・ジョレス校

学部・
大学院 ○ ○ 530 72 6.5

【商学部・経済学部/経営学研究科・経済学研究科優先】 
ただし、候補者がいない場合は他学部・研究科の学生を派遣する。
Limited to the bachelor in International Management

ーー ーチ
リ

ビニャ・デル・
マール大学 ○ ○ 500 61 5.5

Semester in English Programの授業を履修
以下のリンクを確認すること。
https://www.uvm.cl/international/study-at-uvm/semest
er-in-english-program/

ロ
シ
ア

特になし

ル
ー
マニ
ア

○ ○
ルーマニア・
アメリカ大学 500 65 5.5

Closed: Civil engineering,Physics ○ ○サンクトペテル
ブルク工科大学 500 61 5.5

香港恒生大学

協定校名 派遣先
プログラム TOEFL ITP TOEFL iBT IELTS 英検

GPA
必須
(推奨)1年 半年

語学力要件派遣期間

中
国

中
国（
香
港
）

モ
ロ
ッ
コ

南
ア
フ
リ
カ

○ ○香港バプテスト
大学

派遣先大学への出願時点でTOEFL ITP 550、TOEFL iBT 79、
IELTS6.0に満たない場合、指導教員の推薦状が必要。 500 61 5.5

特になし

ー 2.5

ー 2.5

ー

○ ○ 500 61 5.5 ー

吉林大学 ー ー○ ○ 550 79 6.0 ー

華東師範大学 中国語＋英語の授業を履修する。(以下のリンクを確認すること)
http://lxs.ecnu.edu.cn/msg.php?id=57 ー ーー ○ ー 80 6.0 ー

ヨハネスブルグ
大学 Closed： Health Science ー○ ○ 500 61 5.5 ー

ラバト国際大学

次のいずれかの学部に限定
College of Law And Political And Social Science:
・MEdiNA ・Political Science ・Law
College of Management
・Business
College of Architecture & Engineering
・Engineering ・Architecture

ー 2.8○ ○ 500 61 5.5 ー

ペ
ル
ー

サン・イグナシオ・
デ・ロヨラ大学 特になし ー ー○ ○ 500 61 5.5 ー

派遣先大学での履修制限・条件等
Closed： 履修不可 ／ Limited： 履修制限有 TOEIC(※)

3・4年生向けの授業を受講する。
Faculty of Business and Economicsに限定。

授業によって語学力要件が異なる場合がある。 吉林大学独自の
英語の試験を受験する。 Closed: Medical Department

ー
(2.5)

ー
(2.7)

ー
(2.8)

以下のリンクを確認すること。
https://www.univ-tlse2.fr/home/why-study-at-ut2j/courses-
taught-in-english-at-ut2j

※ TOEICを応募資格の語学力要件として提出する場合、TOEFL-ITP、TOEFL-iBT、IELTS、英検のいずれかのスコアも必ず提出してください(TOEIC のスコアのみでは受付不可)。
　 TOEIC以外のスコアは語学力要件を満たしている必要はありませんが、選考にはTOEICではなくTOEFL-ITP、 TOEFL-iBT、IELTS、英検のスコアを使用します。
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　一部の学部・研究科には海外派遣留学生制度があります。この制度を
利用すると、「大学間協定による海外派遣留学生」同様、本学における
履修や単位換算等の教務上の配慮がある他、留学期間も在学期間と
して取り扱われるため、2・3年次に留学をすれば4年間で卒業することも
可能です（ただし、個人の単位修得状況による）。また、「大学間協定によ
る海外派遣留学」と併願することもできます。

学部・研究科間協定
による派遣留学

応募資格

当該学部・研究科の学生で、それぞれの応募要件を満たすこと。

「大学間協定による海外派遣留学」に準ずる。

奨学金

協定校名 派遣先
プログラム 派遣先大学での履修制限・条件等 1年半年 TOEFL ITP TOEFL iBT TOEIC 英検IELTS

応募要件派遣期間

●商学部対象

GPA
（推奨）

トリノ大学 Department of Lawで開講される
英語による専門科目を受講する ○ ○ 5.054480

アムステルダム応用
科学大学

Facu l t y  o f  Bus ine s s  and  
Economicsで開講される英語に
よる専門科目を受講する

○ ○ 5.054480

学部

学部

東国大学校
College of Social Sciencesで
開講される英語による授業を履修
する

○ ○ 4.045450

※

※

※

※

2.75

協定校名 派遣先
プログラム 派遣先大学での履修制限・条件等 1年半年 TOEFL ITP TOEFL iBT IELTS

応募要件派遣期間

●法学部

アムステルダム応用
科学大学

Faculty of Applied Social Sciences
and Lawで開講される英語による
専門科目を受講する

○ ○ 5.054480

GPA

※大学間の応募資格（2.2以上）に準ずる。

※2024-2025年度（2023年7月～9月募集）より変更

学部

協定校名 派遣先
プログラム 派遣先大学での履修制限・条件等 1年半年 TOEFL ITP TOEFL iBT IELTS

応募要件派遣期間

●国際文化学部

チュラーロンコーン
大学

Faculty of Artsで開講される英語
による専門科目を受講する ○ ○ 6.078550

GPA

オ
ラ
ン
ダ

韓
国

オ
ラ
ン
ダ

イ
タ
リ
ア

タ
イ

ー

ー

TOEIC 英検

ー ー

ー ー

TOEIC 英検

ー ー

ー

ー

国立東華大学

長庚大学

College of Managementで
開講される英語による専攻科目を
受講する

○ ○ 4.045450 ※

※
（2.5）

台
湾

ー ー

○ ○ 5.054480 750 ー
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以下のサイトで確認すること。
http://isc.oie.fju.edu.tw/teachingServicesEN.jsp?labelID=11

協定校名 派遣先プログラム 派遣先大学での履修制限・条件等
1年 半年

語学力要件
派遣期間

中国語検定試験4級以上
HSK漢語水平考試2級以上

●中国語派遣

吉林大学

華東師範大学

東呉大学

東海大学

学部の授業履修を希望する場合、HSK漢語水平考試5級（180点）以上が必要

特になし

特になし

○

○

○

○

○

○

○ ○

○ ○

中
国

台
湾

大学付属語学教育機関

学部

学部

学部

学部・大学院

協定校名 派遣先プログラム
1年 半年

語学力要件
派遣期間

●イタリア語派遣

実用イタリア語検定4級以上
CILS A2以上

イタリア語学力がB2レベルに達し、学部開講科目の履修を希望する場合は、
後期（2月～6月）に開講される人文学科の講義を受講することができる。

〈半年間留学の場合〉
留学生別科
〈1年間留学の場合〉
(前期) 留学生別科
(後期) 留学生別科
もしくは、語学力により
学部開講科目を履修可能

シエナ外国人大学 ○ ○
イ
タ
リ
ア

協定校名 派遣先
プログラム 派遣先大学での履修制限・条件等

1年 半年
語学力要件

派遣期間

韓国語能力試験2級以上
「ハングル」能力検定試験3級以上

韓国語能力試験4級以上
「ハングル」能力検定試験2級以上

韓国語能力試験2級以上

韓国語能力試験3級以上
「ハングル」能力検定試験準2級以上

●韓国語派遣

Closed： Nursing, Architecture, Pharmacy

Closed： Medicine, Nursing, Pharmacy
Limited： Art&Design, Music, ELTEC Engineering, Education, 
Scranton Honors Program
大学院生は大学院レベルでのみ留学可能（コースの制限等につい
ては国際センターに必ず確認してください。）

Closed： Medicine, Nursing, Pharmacy, Law, Teacher 
Education, Information Security, Art&Design and ALL 
graduate programs at the Business School

特になし

日本語を母語とする日本学生は、日語日文学科の講義は履修不可。

韓
国

高麗大学校

釜慶大学校

誠信女子大学校

慶星大学校

梨花女子大学校

派遣先大学での履修制限・条件等

ドイツ語技能検定試験4級以上

Limited: Manegement, Economics and 
Social Science, Medicine学部

協定校名 派遣先プログラム
1年 半年

語学力要件
派遣期間

ケルン大学 ○

特になし
東アジア研究院
(Institute of East
Asian Studies)

デュースブルク・
エッセン大学 ○

ド
イ
ツ

派遣先大学での履修制限・条件等

国立東華大学 特になし ○ ○

文藻外語大学 特になし ○ ○

●ドイツ語派遣

○

○

2.5

ー

ー

ー

ー

ー

ー
 (2.5)

ー
 (3.5)

ー

ー

2.5

○ ○

○ ○

○ ○

2.5

○ ○

輔仁大学

中国語検定試験3級以上
HSK漢語水平考試4級以上

中国語検定試験３級以上
HSK漢語水平考試5級以上

○ ○

Limited：Medicine and Nursing, Dentistry, Media Studies, Journalism, 
Psychology, Degree in Social Work
学部正規課程の語学力要件はＢ１（Spanish Language and Literatureには、B2が
必要）であるため、交換留学の出願期限までに要件を満たさない場合、国際コース
（CURSOS INTERNACIONALES）で開講されるスペイン語の授業および語学
学校の授業を受講する。（€2,000～3,000程度／学期）。

学部

協定校名 派遣先プログラム
1年 半年

語学力要件
派遣期間

●スペイン語派遣

サンティアゴ・デ・
コンポステーラ大学 ○ ー

DELE A2以上
スペイン語技能検定試験
4級以上

ス
ペ
イ
ン

派遣先大学での履修制限・条件等

学部・
大学付属

語学教育機関

次のいずれかの学部に限定（学部ごとの派遣人数が異なる）
・Department of Management：1名
・Department of Economic, Social Studies, Applied Mathmatics and Statistics：1名
・Department of Law：1名
・Department of Foreign Languages, Literatures and Modern Cultures：2名

学部トリノ大学 ○ ○ 実用イタリア語検定3級以上
CILS A2以上

GPA
必須
(推奨)

GPA
必須
(推奨)

学部（School of International and Public Affairs以外）の授業履
修を希望する場合、HSK漢語水平考試 4級(180点)以上が必要。
School of International and Public Affairsを希望する場合、
5級（180点）およびTOEFL-iBT 79またはIELTS 6.0以上が必要。
Closed:Medical Department

海
外
派
遣
留
学

※

※
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3週間

3週間

4週間

4週間

4週間

3週間

ハワイ大学マノア校
（アメリカ）

アメリカ
ハワイ州ホノルル ホームステイ 575,600円

デラウェア大学
（アメリカ）

ビクトリア大学
（カナダ）

グルノーブル・アルプ大学
（フランス）

アメリカ
デラウェア州
ニューアーク

ホームステイ

ホームステイ

826,800円

664,100円

TAFE クイーンズランド
（オーストラリア）

オーストラリア
クイーンズランド州

カナダ
ブリティッシュ・コロンビア州
ビクトリア

ホームステイ 585,100円

シエナ外国人大学
（イタリア）

イタリア
シエナ 494,400円20名

（最少催行人員10名）

20名
（最少催行人員10名）

10名
（最少催行人員5名）

40名
（最少催行人員10名）

25名
（最少催行人員10名）

30名
（最少催行人員10名）

15名
（最少催行人員6名）

梨花女子大学校
（韓国）

韓国
ソウル ゲストハウス

アパートメント

274,900円

大学名言語 （2022年度参考費用）
（一部2019年度）

研修場所 募集人数研修期間 宿泊形態
参加費用

3週間
東海大学
（台湾）

台湾
台中 学生寮 270,000円

（2019年度参考費用）

フィリピン
マニラ 学生寮

4週間
サンティアゴ・デ・
コンポステーラ大学
（スペイン）

スペイン
サンティアゴ・デ・
コンポステーラ

640,800円10名
（最少催行人員6名）

ホームステイ

※2 2022年度は、最少催行人員数に満たなかったため、不催行。　※3 2023年度から、渡航型の語学研修を再開する予定。

4週間 455,900円20名
（最少催行人員10名）

エンデラン大学
語学研修4weeks
（フィリピン）

フィリピン
マニラ

フランス
グルノーブル

学生寮5週間 455,900円

学生寮 448,200円

20名
（最少催行人員10名）

20名
（最少催行人員10名）4週間

エンデラン大学
語学研修+インターンシップ
（フィリピン）

エンデラン大学
語学研修2weeks
（フィリピン）
エンデラン大学
語学研修4weeks
（フィリピン）
エンデラン大学
語学研修+インターンシップ
（フィリピン）

※研修先、期間、応募人数は都合により変更になることがあります。

4週間

4週間

3週間

3週間

TAFE クイーンズランド
（オーストラリア）

オーストラリア
クイーンズランド州 ホームステイ 429,000円

アベリストウィス大学
（イギリス）

イギリス
ウェールズ 学生寮 451,000円

エクス＝マルセイユ大学
（フランス）

フランス
エクサンプロヴァンス 学生寮 398,000円20名

（最少催行人員5名）

40名
（最少催行人員10名）

40名
（最少催行人員10名）

梨花女子大学校
（韓国）

韓国
ソウル ゲストハウス 259,000円

20名
（最少催行人員5名）
※男性も応募可能

大学名 （2019年度参考費用）研修場所 募集人数研修期間 宿泊形態 参加費用

約4週間シエナ外国人大学
（イタリア）

イタリア
シエナ アパートメント 351,000円20名

（最少催行人員5名）

2週間 フィリピン
マニラ 学生寮 203,000円30名

（最少催行人員5名）

フィリピン
マニラ 学生寮 266,000円20名

（最少催行人員10名）

フィリピン
マニラ 学生寮 266,000円20名

（最少催行人員5名）

2週間国立東華大学
（台湾）

台湾
花蓮 学生寮 205,000円20名

（最少催行人員5名）

4週間

4週間

5週間

オークランド大学
（ニュージーランド）

ニュージーランド
オークランド ホームステイ 483,000円20名

（最少催行人員10名）

プログラム一覧（夏期）※1

プログラム一覧（春期）

英語

英語

イタリア語

スペイン語

フランス語

韓国語

イタリア語

フランス語

韓国語

中国語

※2

※2

※3

言語

　国際センターでは、夏季・春季の休暇を利用した短期語学研修を実施しています。
2～5週間、集中的に語学を習得してスキルアップを目指します。研修中は、寮生活または
ホームステイをしながら、現地の文化を知り交流を深めることができます。毎年、約250名の
学生が参加しています。

※応募者多数の場合は、無作為抽出の抽選により参加者を決定します。　※参加決定後に取り消すと、キャンセル料がかかる場合があります。

●英語　●フランス語　●ドイツ語　●イタリア語　●スペイン語　●中国語　●韓国語

※語学力、在学成績などは問いません。
※在学中に何度申し込んでも構いません。ただし、海外語学研修奨学金を受けることができる回数は、原則として在学中に1回限りです。

１．本学の学部生または大学院生であること
２．心身ともに健康で海外での研修に適応できる者

　参加者の中には初めて海外に渡航するという学生も多いため、参加者が海外での生活に適応し、安全に研修を行う
ために、出発前に3回のオリエンテーションを実施しています。このオリエンテーションを通して、出発から帰国まで自主的に
計画し、現地の人 と々進んでコミュニケーションを図る心構えを身に付けます。

①単位認定
②海外旅行保険の案内
③渡航スケジュール、授業内容、
　昨年度参加者とのQ&A

第1回
①異文化理解オリエンテーション
②研修費用の支払い案内

第2回
①現地での危機管理・安全対策
②ホームステイをするに当たっての心構え
③渡航関連の最終案内、携行品、
　緊急時連絡先、プログラムリーダー選出

第3回

短期語学研修
の概要

年間スケジュール

応募資格

本学主催の短期語学研修の3つの特長

事前オリエンテーション

学べる言語

①教員が選定した信頼性の高い語学プログラム。研修校スタッフの行き届いた対応

②語学研修校での成績を本学の単位に認定可能

出発から帰国まで自主的に計画し、現地の人 と々進んでコミュニケーションをとる心構えを身に付けることができます。
研修校に引率者は同行しませんが、帰国した学生のアンケート結果を見ると、「引率者がいないことで、海外で自分の
力で生活できたことが自信になった」と回答しています。

③自主性を重んじる研修

募集説明会

夏期：4月中旬
春期：10月上旬

募集期間

4月中旬～5月上旬
10月上旬～下旬

奨学金支給

6月中旬
12月上旬

研修費用支払い

6月中旬
12月上旬

オリエンテーション

5月、6月、7月
11月、12月、1月

研修期間

8月～9月
2月～3月

※

※本学主催の語学研修参加者には、本学指定の海外旅行保険への加入を義務づけています。

※1 2023年度から、渡航型の夏期語学研修を再開する予定（2021年度と2022年度は、オンラインで実施）
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外国語学部 外国語学科　岩男 和美さん（2022年度参加）

本当の自分を知る研修
～興味関心の明確化、進路決定のきっかけ～体験談

　私はゼミで学んでいる「多文化共生」に興味があり、本研修に参加しました。研修中
は多国籍の人 と々働く姿を実際に見ることで、「日本人対外国人」の構図をなくすために
はどうしたら良いのかを考えました。
　国際機関で働く職員の方 と々の対談を通して偏見や固定概念を捨て、本質を見つめることの
大切さを学び、この学びは言語や専門知識の習得へのモチベーションに繋がっています。また、
自分が外国人になることで「差別」と「気遣い」の境の難しさを実感しました。
　私は国際機関で働くことを見ることで、日本社会の現場で働く民間企業の可能性の大きさに
気づき、今後は就職活動に励もうという目標ができました。研修仲間も様 な々目標を持っており、とても
刺激的で視野の広がる本研修は進路のきっかけにもなると思います。ぜひ参加されてみてください！

ヨーロッパ国際機関研修～キャリアは海を越えて～（フランス・ベルギー）

キャリアアップ海外研修

　フランス・パリにあるOECD（経済協力開発機構）、UNESCO
（国際連合教育科学文化機関）およびベルギー・ブリュッセルにある
EU（欧州連合）を訪問して、各機関の概要に関する調査や邦人職
員への聞き取り調査を行います。また、傍聴可能な国際会議が開催
されている場合は見学することができます。海外の国際機関で活躍
する邦人職員の生の声を聞き、国際機関の現場を知ることで、
授業で修得してきた専門分野の知識・技能を深めると同時に、更に
グローバルな視点で物事を考える能力を育成します。

※募集内容は予定であるため、毎年、最新の募集要項で確認すること。
選考方法

奨学金

引率

単位認定

宿泊形態

募集人数

参加費用

研修期間

面接を実施して決定

一人当たり5万円の奨励金

本学教員による引率

なし

ホテル

6名（最少催行人員6名）

121,000円（参考：2022年度）

2月（7泊8日）

（航空券は個人手配のため研修費用には含まれない。）

“国際機関で働く”ことを考える

経済学部国際経済学科 2年　那須 麗海
（2022年度参加）

私も知らなかった私
体験談

　私はもともと航空業界に興味があったため、入学当初からこの研修に
参加したいと思っていました。新型コロナウイルス感染症の流行が落ち
着いて、3年ぶりに研修が再開され、念願の研修に参加することができ
ました。事前研修を含め、ツーリズム業界への理解を深めるとともに、普段
なかなか聞けないようなお話を聞いたり、体験をしたりして、私にとって
貴重な時間になりました。シンガポールでは現地の学生や実際に働かれ
ている方との交流を通じて、海外での生活や異国の地で働くことの魅力を大いに感じま
した。それと共に、私自身グローバルに働くことに興味を持つようになり、将来の働き方に
対する視野を広げるまたとない機会となりました。ツーリズム産業や海外に対して興味を
持っている方は、ぜひこの研修に参加して学生生活をより充実したものにしてみませんか？

　約1週間の日程で、シンガポールにて旅行・航空・ホテル業界の
視察を行い、ツーリズム産業の海外業務とホスピタリティについて
学びます。ツーリズム産業で働く社会人との懇談を通じて、業界への
理解を深めるだけではなく、仕事に対する考え方について視野を
広げます。最終日には、JTBシンガポール支店社員向けにグループ・
プレゼンテーションを行い、新規旅行商品などを提案します。海外で
の研修をより効果的なものにするため、出発前に計3回の国内研修
やグループワークを行います。

※募集内容は予定であるため、毎年、最新の募集要項で確認すること。

選考方法

奨学金

引率

単位認定

宿泊形態

募集人数

参加費用

研修期間

応募者多数の場合は書類選考により決定する

一人当たり5万円の奨励金

本学職員による引率

なし

ホテル

本学15名・福岡女子大学15名／計30名
（最少催行人員15名）

350,000円（参考：2022年度）

2月（約1週間） 海外でツーリズム産業を体感する

ツーリズム産業研修（シンガポール）

語学研修体験談

　私は、「多様な文化や考え方を知り、現地での実体験
から感じたことを自分の言葉で伝えられる小学校教員に
なりたい」と思い、語学研修への参加を決めました。
　私は今回、伝統的な日本文化の素晴らしさを広めたい
という目標がありました。そのため、滞在先では、日本から
持参した折り紙やけん玉、書道を一緒に楽しんだり、日本
料理を振る舞ったりしました。日本特有のものを英語で
説明するのは難しかったですが、ホストファミリーは文化の
違いに驚きながらも興味を持ち、喜んでくれました。また
オーストラリアの文化、歴史、遊びについても沢山教えて
もらい、とても有意義な時間を過ごすことができました。
これからは、語学研修で得た知識と貴重な経験を、未来の
子ども達に伝えていきたいと思います。

人間科学部 児童教育学科　香山 華さん
（2022年度参加）

多文化交流を通して得たもの体験談

オーストラリア　TAFEクイーンズランド（英語）

　私は将来アパレル業界で働きたいと考え
ています。そしてこの語学研修をきっかけに
フランス語を習得してグローバルに働ける人材
になりたいと考え、短期語学研修に参加しま
した。授業はフランス語だけで行われ、座学
よりもアクティビィティやロールプレイング型
の授業を多くとっていて、より身に染みつき
ました。レベル別で授業を受けることができ
るので初心者から上級者まで幅広い学生
が学ぶことができます。四方を山に囲まれて
いて、常にスキーが楽しめる大自然の環境で
集中して勉強することができます。多国籍の
友人たちと授業を受けることができるので
国際交流や外国の友達を作りたいという方
におすすめです。

国際文化学部 国際文化学科　冨川 眞港さん （2022年度参加）
一生の宝物となった1ヶ月体験談

フランス グルノーブル・アルプ大学（フランス語）
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 海外ボランティア

　2003年度から、フィリピンでワークキャンプを実施しています。
日本とフィリピンの国際飢餓対策機構と連携し、同じアジアの中で
異なる｢アジア｣を体験し、地元の人たちとの交流や貧困地域での
活動を行い、ボランティアマインドを育成することを目的としています。

（参考：過去の活動内容） ※毎年活動内容が変更になります。

● 学習施設等のリノベーション作業
● 託児施設での壁画作成
● 現地の暮らし（仕事）1日体験
● 子どもたちへの衛生教育
● マングローブ植樹
● 役所への表敬訪問　など

海外ボランティア・ワークキャンプ
（本学ボランティアセンター主催）

　蛇口からきれいな水が出てくること、温かい水でお風呂に入れること、このよう
な当たり前が少し離れたところでは非日常であることを目で見て体験したこと
で、今いる環境のありがたさを痛感しました。そして、お金＝幸せとは限らない
こと。これはフィリピンの人たちと接するたびに感じました。現地の人はコミュ
ニケーションを大切にし、毎日毎日心から笑っていました。ある程度のお金は
必要ですが、それ以上に「毎日を楽しむこと」の大切さを学びました。この体験を
思い出しながら、周りの人を大切に、そして1日を大切に過ごしたいと思います。

文学部 外国語学科 英語専攻　瀬戸口 未来さん
（2019年度参加）

毎日を楽しむこと

この他、本学ボランティアセンターが指定する海外ボランティアに参加する場合、補助金があります。
詳しくはボランティアセンター（1号館2階）へお問い合わせください。

swvoc@seinan-gu.ac.jp

体験談

問い合わせ先

選考方法

奨学金

引率

単位認定

宿泊形態

募集人数

参加費用

研修期間

書類選考

一人当たり5万円の補助

本学教職員による引率

なし

戸建住宅

15名

約11万円

2月～3月（7日間～11日間）

※以上は全て変更の可能性があります。正式な内容は秋頃の説明会でお知らせします。

国際文化学部 国際文化学科　花田 真朱さん （2019年度参加）

素敵な出会いと現地に飛び込むことで
初めて見える世界体験談

　旅行では得られない体験をしたい、より深く韓国の生活を知りたいと思い、プログラム
に参加しました。授業ではグループ発表や個人発表から互いの生活や社会について
ディスカッションをし、午後は体験活動を通してあらゆる韓国文化について理解を深め
ました。大きな夢や志を持つ同世代の若者たちに出会えたこと、そして、プログラム
終了後も変わらない友人関係を築けたことを嬉しく思います。彼らの生き方や人生観に
刺激を受け、私自身も将来について考える良い機会となりました。初めての環境に身を
投ずることや挑戦することの大切さを学んだ私は、次年度長期留学をします。人が
温かく、都会でありながらも自然豊かな釜山の街は私の大好きな場所になり、忘れら
れない思い出となりました。

釜慶大学校サマースクール

　このプログラムは、韓国・釜山にある釜慶大学校で2週間、韓国
語学習・韓国文化体験を通じて両国文化の相互理解を深めるもの
です。韓国語クラスに加えて、韓国文化財講座やフィールドトリップ
があります。主に午前中に韓国語クラスがあり、午後から韓国料理
やダンス体験などの韓国文化財講座があります。

※募集内容は予定であるため、毎年、最新の募集要項で確認すること。

研修期間

参加費用

募集人数

宿泊形態

単位認定

引率

奨学金

選考方法

8月（2週間）

US$800（参考：2019年度）

定員なし

学生寮

なし

なし

推薦者1名あり（US$800）

書類選考・面接

韓国で異文化体験をしながら韓国語を学ぶ

経済学部 経済学科　大隈 奈津さん（2017年度参加）
学びとる、チャンスを掴むということ体験談

　参加目的は、教育という観点から広い視野で世界を見てみたいというものでした。
教師になりたいという自分の夢と目標に一致したものがこのティーチャーアシスタント
研修だったと思います。アメリカの地で、英語で授業をするということはとても貴重な
経験であり、1の事柄から10のものを学びとるような姿勢で必死に過ごしました。
現地の生徒や先生、ホストファミリーからも多くのことを教えてもらい、固定観念に
とらわれない自由な発想力も鍛えられました。研修前では思いもつかなかった考え
や着眼点は、日本とは異なる環境で生活した3週間が良い意味で自分に刺激を
与えてくれていると思います。チャンスはどこにでも転がっていて、それをものに
できるかは自分の行動次第なのだと改めて感じました。

　このプログラムは、アメリカの小学校で３週間、教師の指導のもと、
授業中の生徒のサポート、質問への回答、テストの採点、プリント
配布および教材作りなどの授業運営を体験するものです。また、日本
を紹介する30分程度の授業を担当する教師体験も行います。
　小学校では、1校につき５名程度の学生が割り当てられ、各学生
は教師一人ひとりにつき授業に参加します。

※募集内容は予定であるため、毎年、最新の募集要項で確認すること。

研修期間

参加費用

募集人数

宿泊形態

単位認定

引率

奨学金

選考方法

8月～9月（3週間）・2月～3月（3週間）

約745,000円（参考：2022年度）

5名

ホームステイ

なし

なし

一人当たり5万円の奨励金

教員による英語面接

アメリカの小学校で授業運営や教育事情を学ぶ

ティーチャーアシスタント研修（アメリカ）
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経済学部 国際経験を通じて将来の進路を考えよう

国際キャリア演習（タイ・バンコク、カンボジア）

　海外インターンシップや国際ボランティアを通じて、国際社会を生きる基本
的能力を身につけると同時に、将来の進路を考えた深い学びを行うこと
を目的として実施する。インターンシップでは、主体的に考え、行動する力、
異文化コミュニケーション能力、そして自らの将来を切り拓く力を、ボラン
ティアでは、主体的に考え、行動する力と国際
性は当然のこと、社会へ積極的に貢献する
利他性を身につけることを目標とする。事前
研修、夏季研修、事後研修によって構成し、
夏季研修では、各自の研究テーマ（興味・
関心）に応じたグローバル企業でのイン
ターンシップやボランティア実習を行う。

プログラム概要 研修期間

参加費用

募集人数

宿泊形態

単位認定

引率

奨学金

選考方法

8月～9月（2～4週間）

約20万円

10名

ホテル／ホームステイ

あり

なし

一部補助

応募者多数の場合、面接選考

法学部 現場の経験を法的学びに活かす

International Service Learning（ルワンダ、タイ、カンボジア等）

　インターナショナル・サービス・ラーニング（ISL）とは、国際的な
（International）インターンなどの社会活動（Service）と大学での専門
教育を相互に関連づけることで、国内外の諸問題に関するより深い学び
を得る（Learning）ことを意味する。実際にインターン活動に従事する
ための事前準備として、日本と国際社会
の関わり、国際協力の基本的な考え方を
学ぶと同時に、異文化への理解を深める。
夏季休暇中には、国内のみならず世界
各地でインターンやボランティアに参加
する。社会活動後は、その成果を英語で
プレゼンテーションする。

プログラム概要 研修期間

参加費用

募集人数

宿泊形態

単位認定

引率

奨学金

選考方法

8月～9月（2～4週間）

約15万円

約10名

ホテル、ホームステイ等

あり

なし

一部補助

応募者多数の場合、面接選考

※1

※1

※2

※

※

※1 参加者各自の研修計画による　※2 研修地により異なる、大学から旅費を一部補助

※派遣先によって異なる

商学部 グローバル企業でダイナミクスを感じよう

海外インターンシップ（シンガポール、ベトナム・ホーチミン）

　本プログラムは、単なる視察研修や短期留学ではなく、英語を使って、
海外で実際に働くプログラムである。成長著しいベトナム・ホーチミンで
は、IT業界やコンサル業界の日系企業において、日本人社員のサポート
やローカル社員とのプロジェクトに従事する。ASEANの中心地であるシ
ンガポールでは、西日本シティ銀行の海外駐在員事務所において、イン
タビュー調査や企業訪問などを通し
て、現地の市場動向や立地環境をリ
サーチする。もし将来グローバルに活
躍することを目指すのであれば，できる
だけ早い時期に「グローバル・ビジネス
の現場」に身を置き、どのようなスキル
や知識が要求されるのか、実践を通し
て実感することはとても有用である。

プログラム概要 研修期間

参加費用

募集人数

宿泊形態

単位認定

引率

奨学金

選考方法

8月～9月
（シンガポールは3週間、ベトナムは4週間）

約25万円

シンガポールは2名、ベトナムは15名

ホテル

あり

あり

一部補助

応募者多数の場合、面接選考

短
期
海
外
研
修

神学部 他宗教社会でキリスト教や多文化共生のあり方を体験しよう！

異文化に触れ、宗教と平和について学ぶプロジェクト（韓国、タイ）

　異文化に触れ、宗教を体験し、相互理解と共生による平和構築
および宗教間対話のあり方について学ぶ研修。韓国済州島では、
基地問題と取り組む非暴力の民衆運動のあり方、和解のための
神学とその実践を学ぶ。タイでは、タイ・バプテスト神学校を訪問、
神学生の修養会に参加し、
児童養護施設で子供たちと
交流し、様 な々教会の礼拝に
出席、さらに仏教寺院も見学
する。終了後は、神学部チャ
ペルやミッションデーで発表
を行い、他の学生と意見交
換を行う。

プログラム概要 研修期間

参加費用

募集人数

宿泊形態

単位認定

引率

奨学金

選考方法

8月予定、10日間程度

約10～13万円

韓国2名、タイ2名

ホテル

なし

あり

一部補助

応募者多数の場合、面接選考

　各学部の教員がそれぞれのプロジェクトを構築し、特定のテーマに
ついて自主的に学びます。

学部独自の
留学プログラム紹介

※各プログラムについては、新型コロナウイルスの感染状況等により中止または内容が変更される場合があります。 
※募集要項の詳細は、SAINSポータル等で別途ご案内します。

外国語学部 学部独自の３つの海外プログラムにより、語学力と実践力を鍛える

①FLS-Gateway（アジア圏等）
②FLS-Honors（英語圏、フランス語圏）
③FLS-Ambassadors（英語圏、フランス語圏）

　外国語学部では、F L S - G a t e w a y、F L S - H o n o r s、
FLS-Ambassadorsの学部独自の3つの海外留学プログラムを
提供している。1年次の夏季休暇中に行うFLS-Gatewayでは、
アジア圏で異文化理解への「入口」を体験。FLS-Honorsでは、
１年次後期を英語圏、フランス語圏の大学付属の語学学校で過
ごし、英語、フランス語のコミュニケーション能力を集中的に習得し、
リーダーシップを発揮できる「名誉ある」学生を育成。2年次以上を
対象にしたFLS-Ambassadors では、英語圏、フランス語圏の
海外協定校に優秀な学生を「大使」として派遣し、リサーチ活動を
取り入れた学びを提供する。いずれも実践的な外国語学の学びの
場の提供により、語学力、思考力、コミュニケーション力を高める。

プログラム概要
研修期間

参加費用

募集人数

宿泊形態

単位認定

引率

奨学金

選考方法

①8月（約1週間）
②8月～12月（4カ月）
③8月～9月、2月～3月（約2～3週間）

①12～15万円
②100～150万円
③30～50万円

①約30名
②約50名
③約10～20名

学生寮／ホームステイ等

一部あり（詳細は別途案内）

書類選考、面接を実施して決定　

一部補助

一部あり
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私費留学
48
49
50
51
52

認定留学

SAFによる認定留学

バレンシア国際プログラム

休学による私費留学／留学代理店選びの注意事項

留学先の選び方

自分自身で留学方法を決める

人間科学部 学校教育のすばらしさを届けよう！

西南国際教育協力隊　すべての子どもたちに行き届いた教育を！！プロジェクト
（カンボジアもしくはラオス）

　カンボジアやラオスの子どもたちに学校教育のすばらしさを伝える
プロジェクト。西南国際教育協力隊による活動を展開している。現地
の小中学校を訪ね、体育や音楽の授業を実施。大学で学んだ教育
を実践する場となっている。さまざまな背景を持つ子どもたちが、皆
平等に教育を受けることができているとは限らないが、そこには夢
や希望があふれている。特に、運動会を開催することで、子どもたちだ
けではなく、長引く内乱で失わ
れた地域住民間の信頼関係、
連帯感を再構築し、学校を中心
として地域社会を再結集する
ことを支援している。

プログラム概要
研修期間

参加費用

募集人数

宿泊形態

単位認定

引率

奨学金

選考方法

8月、2月を予定
（いずれも2週間弱）

約10万円

いずれも最大10名程度

ホテル

なし

なし

一部補助

面接による選考

国際文化学部 第２次世界大戦が残したものを通して「平和」について考える

戦争をフィールドワークする（タイ、アメリカ・サイパン島）

　世界各地に残る第２次世界大戦の跡地を訪ねてグループで
フィールドワークを行い、戦後三四半世紀以上を経過した現在でも
戦争の悲惨さが各地に色濃く影を落としていることを再認識する
ことによって、平和の大切さ・尊さを実感する。本プログラムでは、
コース横断的、ゼミ横断的に、学生のフィールドワークグループを３班
組織し、それぞれの班ごとに責任指導教員がついて、事前学習、
フィールドワーク、事後学習を行うとともに、「戦争」をテーマにした
講演会を開催し「平和」について
深く考える機会をもつ。例年は
中国、ベトナムにも派遣してい
るが、2023年度は、国内(広島)
およびタイ、アメリカ・サイパン島
の3班とする。

プログラム概要
研修期間

参加費用

募集人数

宿泊形態

単位認定

引率

奨学金

選考方法

8月、9月
（いずれも1週間弱）

約２５万円（派遣先による）

7名

ホテル

なし

あり

一部補助

応募者多数の場合、面接選考

人間科学部 社会福祉学科 社会福祉学的視点からグローバルな事象を考察しよう！

多文化共生社会への誘い
～海外福祉実習(韓国)

　社会福祉学的視点からグローバルな事象について考察するため
に、韓国の福祉施設（高齢者介護施設、地域福祉会館、発達障害児
支援センター、多文化支援センター等）を見学したり、釜山大学また
は慶成大学で社会福祉学科の学生や研究者との交流を行った
りする。韓国の社会福祉の状況や福祉教育、文化に体験的に触れ、
日本との共通点や相違点を学び、地域共生社会へ向けての理解を
深める。

プログラム概要

研修期間

参加費用

募集人数

宿泊形態

単位認定

引率

奨学金

選考方法

2月、3月を予定
（3泊4日）

約10万円

最大10名程度

ホテル

なし

あり

一部補助

書類・面接選考
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●プログラムの種類

●SAF留学のサポートと特徴

●留学準備スケジュール

　西南学院大学は、本学学生の留学支援の一環として、米国非営利教育財団
SAF（スタディ・アブロード・ファウンデーション）と連携協定を結んでいます。米国の非営利
教育財団であるSAFでは、日本事務局、米国本部、そして各地域に配置された留学
経験豊かなスタッフがアジアの大学生の留学を支援しています。約180を超える名門
大学の国際的な大学ネットワークを組織し、学部留学、語学＋学部留学、語学留学、
学部留学+インターンシップなど多岐にわたるプログラムを提供しています。本学の学生が
SAFを利用して留学する場合、認定留学制度を利用して留学することができます。

 SAFによる
認定留学

● 個人では出願できない大学にも出願・留学できる
● 選考や枠がなく、出願すればほぼ確実に合格・留学できる
● 出願手続き支援と渡航前オリエンテーション、アメリカ本部や
　留学先各国にいるスタッフサポートがある

学部授業履修プログラム
1年間・1学期間

春出発（2月～4月）秋出発（8月～10月）

語学力強化プログラム
1年間・1学期間

春出発（2月～4月）・秋出発（8月～10月）

語学力強化＋
学部授業履修プログラム

1年間
春出発（2月～4月）・秋出発（8月～10月）

学部授業履修プログラム
（語学科目付き）／
コンカレント・プログラム

1年間・1学期間
春出発（3月）・秋出発（8月）

アカデミック・インターンシップ・
プログラム

1年間・1学期間
春出発（1月）・秋出発（8月）

サマーセッション短期プログラム／
海外分野別短期研修

3週間～12週間／2週間～3週間
6月～９月の間   ／春・夏季休暇
※セッションによって異なる。

※

※アカデミック・インターンシップ、サマーセッション、海外分野別短期研修については認定留学となりません。

※時間帯や状況によって電話対応が困難な場合がありますので、必ず留守番電話にメッセージをお残しください。担当より折り返しいたします。

米国非営利教育財団　SAFスタディ・アブロード・ファウンデーション日本事務局

＜東京オフィス＞〒261-0023 千葉県千葉市美浜区中瀬1-7-1 SCECビル3F
＜関西オフィス＞〒615-8558 京都府京都市右京区西院笠目町6 京都外国語大学国際部気付

個別相談の予約は、右記のQRコード(フォーム)にて。

説明会&個別相談会（Zoom） 説明会&個別相談会（Zoom）

出願ガイドを確認

個別相談会（Zoom） ※情報収集・留学準備は出発の約5か月前からスタート

春出発出願

秋出発出願 留学準備 秋出発

春出発留学準備

説明会&個別相談会（Zoom）

E-mail safjapan@studyabroadfoundation.org
TEL 050-5490-2517

Web http://japan.studyabroadfoundation.org

Step 1

説明会に参加
個別相談を受ける（Zoom）

Step 2

出願ガイド
（出願に関する手順書）を確認

Step 3
出願

春出発 10月～12月
  秋出発  2月～  4月

（東京・関西共通）

・4年制大学の学部正規課程
・大学付属の語学教育機関

1年間または半年間

・民間の語学学校　など

●適用対象となる留学先・期間

　「認定留学」とは、事前に国際センターに申請し、所属学部の承認を得ることで、
私費留学であっても、留学期間が在学として取り扱われ、留学先大学で取得した
単位を本学の単位に換算することができる制度です。最近は、留学スタイルの
多様化や海外渡航が身近になったことに伴い、自分自身が選んだ教育機関への
留学を希望する人にとって有益な制度です。認定留学制度を利用する場合は、事前に
担当教員、教務課および国際センターに相談することをお勧めします。

適用内

適用外

※留学を希望する大学から入学許可が発行されることを前提に審議します。最終的な留学先大学が決定次第、入学許可書を
国際センターに提出してください（その後の留学先大学の変更は認めらません）。

※認定留学生は、海外派遣留学生対象のオリエンテーションに出席することを義務付けていますので、必ず参加してください。

認定留学

●準備から申請手続きの流れ（例）

2～4月 留学開始者

8～10月 留学開始者

●「認定留学申請書」（様式）（※1）　　 ●留学計画書（A4サイズ縦型・横書き、書式は任意）（※2）
●留学先大学の入学許可書(コピー)（※3）
●出願先大学の資料（大学の概要、開講コース、応募資格などが分かる資料）
※1 国際センターホームページからダウンロードし、記入してください。
　　また、願書を提出した大学すべてを記入してください。
※2 留学先大学で何を学ぶ予定なのかについて履修プランを作成してください。
※3 入学許可書(コピー)は、後日提出しても構いません。

国際センター（詳細についてはSAINSポータルで案内しますので、必ず確認してください。）

5月末まで（2023年度後期出発）／11月末まで（2024年度前期出発）

提出書類

提出先

提出締切

12月
志望校に願書、関係書類を請求

2～4月
志望校に願書を提出

留学開始の1～1年半前
（より早い時期が望ましい）

留学に関する資料を収集開始

6月初旬
会議で認定留学を審議・決定

7月
安全対策講座

5月上旬
認定留学申請書を
国際センターに提出

6月
志望校に願書、関係書類を請求

10～11月
志望校に願書を提出

留学開始の1～1年半前
（より早い時期が望ましい）

留学に関する資料を収集開始

1月初旬
会議で認定留学を審議・決定

11月
海外派遣留学生対象

オリエンテーションに参加

11月下旬
認定留学申請書を
国際センターに提出
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　「休学による私費留学」とは、大学が休学を許可した期間に留学することです。
休学期間は、修業年数に算入されないため、在籍期間を延長することになり、留学先
機関で単位を取得しても本学の単位に換算することはできません。また、本学に在籍
基本料を納入する必要があります。

●休学対象と考えられる留学

●在学年数

　各自のこれまでの単位修得状況や各学部・学科で定められた卒業要件により、卒業にかかる年数は
変わってくる可能性があることを十分理解しておいてください。必ず教務課にこれまでの履修状況や
今後の履修プランを示したうえで相談し、留学の計画を立ててください。

・言語習得を目的とする民間の語学学校への留学
・ワーキングホリデー、インターンシップなど

　休学期間は、修業年数には算入されないため、卒業は休学した期間延期になります。本学での単位修得状況や学年暦と、
留学先の学年暦などを十分考慮に入れて休学しなければ、1年間の留学（休学）であっても、2年間またはそれ以上卒業が
延びることになりかねません。事前にしっかり確認し、計画を立ててください。学費については学生課に、履修については
教務課に必ず相談してください。

●休学対象となる留学期間

　2か月以上修学しない場合。休学期間は、前期、後期、通年の3種類があります。休学を希望する当該期の学費納入期
限までに、学生課に申し出なければなりません。なお、夏季・春季休暇を利用して留学する場合は、休学する必要はありませ

●休学期間の学費

　休学期間の学費については、在籍基本料（半期60,000円※、1年120,000円）を徴収します。

休学による
私費留学

重要

留学代理店選びの注意事項

　留学代理店を利用して留学する場合、以下の点を考慮に入れ、信頼できる会社を選択してください。なお、国際
センターでは、留学代理店を紹介することはしていません。

□どのような留学代理店があるかは、書籍やインターネットで調べるのが有効です。信憑性の賛否はありますが、
インターネットの掲示板で評判を調べるのも一つの手です。

□インターネットで資料請求したり、実際に訪問したりして会社の対応を見てください。その際、2～3社に問い合わせると、
会社によって対応の違いが分かるものです。会社の対応に違和感がある場合はやめた方がよいでしょう。

□渡航先の国の社会情勢や留学先の詳細なカリキュラム、出発前の事前オリエンテ－ションが十分に実施されるのか、
渡航先のトラブルを円滑に解決する支援・相談体制が整っているのか、ホ－ムステイをする場合、渡航前にメールなど
でやりとりができ、ホストファミリーの情報がきちんと提供されるかなどを確認してください。

□契約書の内容をきちんと確認して、あやふやにしないことが大切です。

※前期の場合は、別途委託徴収金を徴収します。

私
費
留
学

　「バレンシア国際プログラム」は、アメリカのバレンシアカレッジ講師によるビジネス
やホスピタリティの科目を履修しながら、ウォルト・ディズニー・ワールド・リゾート（米国
フロリダ州オーランド市）でインターンシップ（有給）を行う約5か月の留学プログラム
です。世界中から集まる学生と共に学び、暮らし、働くことを通じ、グローバル人材に必要と
される知識、スキルおよびマインドを身に付けます。

● 現地プログラムは座学コース×1、オンラインコース×2、
　実習コース×1の４コースから構成されます。
   ・Business Management Course (座学)
   ・Academic Training Course （オンライン）
   ・Leadership Development（オンライン）
   ・Academic Training Practicum（実習）
     ディズニーワールドでのインターンシップ
     週30～37.5時間（繁忙期には37.5時間以上）
     （フード販売、物品販売、アトラクション、キャラクター・
　 パフォーマー・キッチン調理など）

バレンシア
国際プログラム

2月出国～8月帰国、もしくは8月出国～1月帰国

米国フロリダ州オーランド
バレンシアカレッジ(留学先) 
ウォルトディズニーワールドリゾート(実習先)

・在学する大学の専攻が経営・ビジネス・マーケティング・コミュニケーション・アメリカ文化・調理・食品・ホスピタリティ・観光など、
 インターンシップと関連していること（神学部・法学部は応募不可）。
・必要十分な英語力およびコミュニケーション能力を備えていること。（TOEIC600点以上。TOEFLやIELTSなどその他のテスト
 スコアのみお持ちの方は、換算表にてTOEIC600点相当のスコアをご確認下さい。）
・プログラム受験にあたり必要な諸手続きを期限内に迅速に完了することができること。
・プログラム開始時点において第１学年の課程を終えていること。プログラム終了まで、在学中であること。

●留学期間

●留学場所

合計120万円～150万円程度 ※為替レート変動などの要因により金額は上下します。

●必要費用

●申込条件

プログラムの構成

① 最先端のビジネスが学べる…全米トップ企業での就業体験
　とマネジメント教育を受講
② 世界中に人脈ができる…ディズニーの学生寮で多国籍の
　 仲間と共同生活
③ 英語力が磨ける…就業体験も寮生活もすべて英語
④ 留学費用負担が軽い…有給の就業体験のため、現地での
　滞在費の一部をカバーできる

プログラム参加のメリット
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キャンパスの国際交流
54
55
56

キャンパスの国際交流制度
国際寮（インターナショナルハウス）
交流イベント

キャンパス内で国際感覚を磨く

　最も重要な留学先選びの基準の一つは、自分が受講したい分野の科目が充実して
いるかどうかです。留学で何を学びたいのかを明確にし目的を持って選びましょう。認定
留学生として留学する場合は、単位換算を念頭において受講したい科目を選ぶことが
できます。大学付属の語学学校で取得した科目（英語を除く）も単位換算の対象になる
ことがあります。また、留学先でしか学べない科目を履修することも一考に値するでしょう。

留学先の
選び方

外務省海外安全ホームページ　https://www.anzen.mofa.go.jp/

　「留学はしたいけど、どんな基準で留学先を選べばいいのか」と悩む人も多いかと
思います。自分のやりたいことが、どの国（または都市）で学べば最も効果があるのか、都心
に滞在するのか、地方都市に滞在するのかで、生活のスタイルや留学全体の費用
が変わってきます。次の内容を参考に、あなたにぴったりの留学先を見つけてください。

受講科目

　それぞれの地域ごとの特性をよく理解し、納得したうえで留学先を決定することが
大切です。人口や情報、刺激の多い都会を希望するのか、自然に囲まれ落ち着いた雰囲気の
田舎を好むのか、日本人の居住者数等、様々な特性を考慮して自分に合った地域を
探しましょう。すべて日本と比較して考えることは、あまり良い結果を招きません。外国で
生活するのですから、日本と違うのは当然です。むしろ、その違いを積極的に楽しむくらい
の余裕を持ちましょう。

場所
地域

　ホームシックにかかりやすい人には、日本語を話せる相手がいたほうが情緒が安定
して、かえって留学の成果が上がる場合もあります。留学前の下調べが十分にできて
いればそれだけカルチャーショックを和らげることができます。また、その留学先にはどれ
くらいの留学生が在籍しているのか、日本人留学生の有無等も自分の希望と合わせて
調べておくとよいでしょう。さらに、留学生へのサポート充実度も留学先によって異なる
ため、語学や諸手続き、生活等に不安が大きい人はこれも重要な選択基準となります。

サポート
充実度

　生活費を含めた費用は、いずれの国でも都市部に近いほど割高になりますが、地域
によってかなりの差がみられます。学費も、国や大学の種類により異なります。アメリカの
場合は、日本に比べ全体的に学費が高いのですが、一般的にアメリカ南部や州立大学
の方が学費などが安く、留学費用を抑えられるようです。

費用

　例えば、広大なアメリカでは地域によって気候も様々ですが、学校や寮では冷暖
房設備がかなり整っているところが多く、室内では年中半袖で過ごすことができるところ
もあります。また、他の国でもよほどのことがない限り、気候を条件に地域を限定してし
まう必要はありませんが、個人の好みや体質もあるため、留学先選びの際の一つの
参考になるでしょう。

気候

　近年は、各地で発生するテロや地震のような自然災害等、非常に不安定な情勢
が続いており、海外への渡航は、これまでとは違った意味で緊張感があることは事実で
す。だからといって海外留学すべてをことさら危険なイメージでとらえるのも短絡的か
と思われます。まずは、留学したい国の情勢やどのような事件が起こっているのかを外務省
の「海外安全ホームページ」で確かめてください。

治安

あなたにぴ
ったりの

留学先を
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キ
ャ
ン
パ
ス
の
国
際
交
流

　西南学院大学には日本人と留学生が共に生活する国際寮
が3つあります。日本人学生と、様々な国籍・文化的背景を持つ
留学生との共同生活は、まさに「留学」そのものです。

寮費
(光熱水費、Wi-fi込み)

居室内設備

主な共有施設・
設備

居室タイプ

収容定員

所在地

■募集スケジュール（予定）

　各寮では、RA(レジデント・アシスタント)と呼ばれる寮生のリーダー役となる学生が中心となり、寮の運営・管理を行い
ます。RAは寮生の相談役となるだけでなく、寮生間の交流を促進するイベントを企画・運営するなどの活動を行います。入寮
期間は原則1年間です。

11月上旬
募集説明会

11月下旬
募集締切

12月上旬
書類選考・結果発表

12月中旬
選考

12月下旬
合否結果発表

国際寮
（インターナショナルハウス）

インターナショナルハウスの概要

RA（レジデント・アシスタント）

応募資格

① 2024年4月1日時点で、本学2年次以上の学生（大学院生も含む）
② 国際寮の意義・目的を理解し、国際寮の管理・運営および国際交流の促進に意欲
　　的に取り組む者
③ 日常生活および留学生とのコミュニケーション・留学生への指導に必要な英語力
　 を有していること
④ 他の寮生の模範となる行動ができる学生

※学部生の入寮は新入生のみが対象です。

以下①～④の要件を満たしていること。

キッチン、食堂、ラウンジ、大浴場、
シャワールーム、スタディールームなど

トイレ、洗面台、エアコン、ベッド、机、クローゼット、Wi-fiなど

1人部屋
40,000円

インターナショナルハウスⅠ
(MIGIWA)

インターナショナルハウスⅡ
(MINATO)

インターナショナルハウスⅢ
(HEKIHA) 

2人部屋
36,000円 40,000円

1人部屋 or 2人部屋

80名（うち、交換留学生40名） 55名（うち、交換留学生30名） 50名（うち、交換留学生30名）

福岡市早良区百道1丁目14番20号 福岡市早良区百道1丁目15番1号 福岡市早良区百道1丁目15番17号

1人部屋

43,000円

ユニットバス、洗面台、エアコン、
ベッド、机、クローゼット、Wi-fiなど

キッチン、ラウンジ、シャワールーム、
多目的室、スタディールームなど

キッチン、食堂、ラウンジ、
スタディールームなど

Information

国際寮のホームページは
こちらから

※2年次以上の学生が対象

　キャンパスでの国際交流も学生の国際感覚を磨き、視野を広げる体験になること
から、積極的に交流イベントを開催しています。本学には、留学生別科、学部・大学院
留学生を合わせて、約200人の留学生が学んでいます。留学生との交流を深める絶好
の機会ですので、ぜひ積極的にご参加ください。

　バディ制度とは、本学で学ぶ留学生が日本で実りある留学生活を送るため、日本人学生が学業や日常生活
のサポートを行う制度です。来日したばかりの留学生は、日本の慣習やルールなど、分からないことだらけ。
彼らがスムーズに日本での生活になじめるよう、手助けしてあげるのがバディの大切な役目です。来日前に
メールを交換することから始まり、在学中の学びや日常生活をサポートしていく中で、留学生と強い絆を築く
ことができます。日本語ができる学生もいますので、英語力の高い・低いにかかわらず、ぜひご登録ください。

留学生バディ制度

　チューターとして、授業以外でマンツーマンで留学生別科の学生の日本語学習を支援する制度です。
日本語教員の指示を受けた上で、日本語授業の復習や日本語会話の練習、文書作成のサポートなどを
行っていただきます。この制度は、留学生と外国語で話すことを目的とせず、日本語の学習支援の主旨を
理解し、ご協力いただける方、きちんとした日本語を話すことができる方に登録していただいています。
興味のある方は、国際センターまでお問い合わせください。

日本語学習チューター制度

キャンパスの
国際交流制度

こんな制度があります

　留学生別科の日本語授業に参加して、留学生の日本語学習を支援する制度です。国際交流に興味の
ある学生ならどなたでも応募が可能です。サポーター募集情報は、SAINSポータルに掲載します。

　留学生と日本人学生がプロジェクト学習を通じて言語能力、異文化理解、問題解決能力を育成することを
目的とした科目です。学期を通しての参加が原則です。

日本語サポーター

協働学習クラスメイト

　日本人学生と留学生が気軽に交流できる場として、「Global Student Lounge」
を3号館1階に設け、国際交流や異文化体験、海外留学支援を目的とした様々
なイベントを実施しています。

実施イベント例
・International Coffee Hour（いろいろな言語で自由にお話しします）
・Welcome Party & Farewell Party
・帰国した留学生による留学相談会
・各種海外プログラム説明会、相談会

Global Student Lounge （3号館1階）

募集時期：８月、１月

※単位付与の対象にはなりません

　留学生の日本語授業に参加して、日本語会話練習の相手をしていただきます。授業回ごとに、単発で
の募集になります。

日本語会話パートナー 募集時期：随時
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　SEINAN Global Societyは、学生が主体となり国際交流イベント
を企画・実施するための学生団体です。2018年11月から活動を開始
し、日本人学生と留学生の相互交流を促進し、西南学院大学
のグローバル化を推進するために活動しています。年に数回スタッフ
を募集しますので、興味のある学生はぜひお申し込みください。

　国際交流イベントの企画・運営は、SEINAN Global Societyが行っています。企画書の作成や大学機関
との調整、当日の司会進行まで、スタッフで協力してイベントを実施しています。定期的に開催しているウェルカム
パーティーやフェアウェルパーティー・コーヒーアワーだけでなく、季節に合わせたイベント（クリスマス・
お正月）など、留学生・日本人学生の皆さんに楽しんでもらえるようなイベントを企画・運営しています。

　皆さん、こんにちは。私たちは、３号館１階Global Student Loungeで活動しているSEINAN Global 
Societyです。私たちは基本的に毎週水曜日の４限目に活動を行っています。私たちの活動目的は、
みんなに楽しんでもらえるイベントをたくさん作り、国際交流を学内で身近に体験してもらうことです。
　これからもまだまだたくさんのイベントを計画していきますので、皆さんの参加をお待ちしています！
そしてまだイベントに参加したことのない方へ！ 国際交流は皆さんが想像しているほど難しいものでは
ありません。英語に自信がない方でも、私たちがサポートします。また、日本語が得意な留学生もたくさん
いますので、ぜひ一度イベントに参加してみてくださいね。

SEINAN Global Societyからのメッセージ

SEINAN Global Society
（SEINAN 国際交流イベント運営チーム）

SEINAN Global Societyの活動内容

Instagram専用アプリで読み込んでください！

国際センターのイベント情報・
留学生の様子はこちらから。

@seinan_international

Instagram

SEINAN Global Societyの
instagram

@seinan_sgs

Instagram

SEINAN Global Societyの
ホームページ
活動やイベント情報はこちらから。

Homepage

We are SEINAN Global Society!

キ
ャ
ン
パ
ス
の
国
際
交
流

交流イベント

学内でこん
な

国際交流
をしていま

す。

　留学生との交流イベントを、毎月1～2回実施しています。半日で募集定員に
達する人気イベントもありますので、SAINSのポータルサイトでイベントの案内
を見つけたら、すぐにお申し込みください。

　本学の留学生と英語や日本語でおしゃべりする交流会です。会話
するテーマは自由で、コーヒーやお茶を飲みながら楽しく話せる
人気のイベントです。 時間を区切って留学生と日本人学生が席を
移動しながら会話していくスタイルなので、多くの留学生と交流する
ことができます。最近のイベントでは、カードゲームなども取り入れて、
留学生との交流がより深まるイベントを実施しています。

　留学生との交流イベントで最も規模の大きい行事です。
Welcome Partyは、来日後すぐ実施するため、皆さんが初めての
日本人の友達になるチャンスです。 西南生と留学生を合わせて
約100人規模でゲームなどを行って、留学生を迎えるパーティーを
行います。
　Farewell Partyは仲良くなった留学生との最後の交流の機会です。
仲良くなった留学生との別れは寂しいですが、最後に楽しい思い出を
ぜひ作ってください。 

Welcome Party＆Farewell Party

International Coffee Hour

　日本の伝統文化や各国の文化の紹介などを通じて、日本人学生と
留学生がお互いの理解を深め、交流することを目的としています。
　これまで、クリスマスにはツリーを折り紙で折ったり 、お正月には
福笑いや絵馬を楽しんだりするイベントを行っています。秋には学校
近くの紅葉八幡宮への散歩など、 季節のイベントをテーマにして開催
しています。

Cultural Exchange



海外で事故や事件に巻き込まれた場合は、必ず大学に連絡して
ください。

緊急時の
大学連絡先

月曜日から金曜日 8：45～17：20（日本時間）総務課

上記の時間以外および土曜日・日曜日、祝祭日当直室

＋81-92-823-3201海外から

gen@seinan-gu.ac.jpE-mail
092-823-3201T E L

＋81-92-841-1316092-841-1316 海外からT E L

海外安全ホームページ（外務省）

その国の治安情勢やその他の危険要因を総合的に判断し、危険
のレベルに合わせて4段階の「危険情報」を提供するとともに、各国
ごとの犯罪発生状況、防犯対策、滞在時の留意事項、風俗、習慣、
健康など、それぞれの国・地域に応じた安全対策の方法を詳細に
掲載している。

海外渡航関連情報（外務省）

パスポート関連情報や海外での届出・証明手続、
在外選挙の情報にリンクしている。

外務省発行「海外安全虎の巻」：
海外旅行のトラブル回避マニュアル

海外旅行前に必ず目を通しておきたい、日本人旅行者に海外でのトラ
ブル防止のポイントをまとめた冊子。

❹

❷

❶
安全情報・渡航情報

https://www.anzen.mofa.go.jp/
sp/index.html

スマートフォン版

緊急連絡先

安全対策関連サイト

https://www.anzen.mofa.go.jp

厚生労働省検疫所：
FORTH 海外で健康に過ごすために

海外渡航者が渡航先で感染症にかからないための情報提供を行って
いる。国別の感染症情報や予防接種情報等が掲載されている。

健康についての情報

https://www.forth.go.jp/

一般社団法人日本旅行業協会（JATA） 

安全に海外旅行をするためのヒントや海外旅行保険の
基本、各航空会社の機内への持込制限などに関する
情報が掲載されている。

❶
海外生活についての基本情報

https://www.jata-net.or.jp/

地球の歩き方

各国の基本情報（国の概要、通貨と為替レートなど）や
現地情報、海外旅行の準備と手続き方法などが掲載されている。
また、大使館、旅行会社、政府観光局のリンク集も掲載されている。

❷
http://www.arukikata.co.jp/

旅の基本情報（JAL）

空港までのアクセスや空港情報、各国の現地情報など、
旅の計画を立てるときに便利な情報が紹介されている。

❸
https://www.jal.co.jp/tabi/info/

https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/
index.html

海外へ渡航される皆様へ（たびレジ オンライン在留届）

外国に3か月以上滞在する人は、その地域を管轄
する日本大使館または総領事館に速やかに「在留届」
を提出する義務があり、このサイトから電子届出が
できる。滞在が3か月未満の場合は、海外安全情報配信サービス
「たびレジ」に登録すると安全情報や緊急事態発生時の連絡などを
受け取ることができる。

❺
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/

https://www.anzen.mofa.go.jp/pamph/pdf/
toranomaki.pdf

❶ 在学番号
❷ 学部・学科・学年
❸ 氏名

❹ 何のプログラムに参加しているのか
    （海外派遣留学、短期語学研修、ゼミ旅行、私費留学、個人の海外旅行等）
❺ 現在いる場所（国名、地名）

電話をする場合は、最初に次の事項を告げるようにしてください。
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派遣留学

私費留学

語学研修

キャリアアップ
海外研修、他

北米・南米

ヨーロッパ

アジア・オセアニア

中東・アフリカ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　計

認定留学（外国語学部FLS-Honorsを含む）

休学による私費留学

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　計

ハワイ大学（アメリカ）

デラウェア大学(アメリカ)

ブリティッシュ・コロンビア大学（カナダ）

ビクトリア大学（カナダ）

アベリストウィス大学（イギリス）

グルノーブル・アルプ大学（フランス）

フランシュ・コンテ大学（フランス）

シエナ外国人大学（イタリア）

ボン大学（ドイツ）

TAFEクイーンズランド・ゴールドコースト（オーストラリア）

オークランド大学（ニュージーランド）

エンデラン大学（フィリピン）

梨花女子大学校（韓国）

東海大学（台湾）

国立東華大学（台湾）

東呉大学（台湾）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　計

ヨーロッパ国際機関研修（フランス・ベルギー）

ティーチャーアシスタント研修（アメリカ）

ツーリズム産業海外研修（シンガポール）

釜慶大学校サマースクール（韓国）

慶星大学校サマースクール（韓国）

日本・カナダ学生フォーラム（日本・カナダ）

ACUCAスチューデント・キャンプ（アジア各国）

海外ボランティア（フィリピン）

学部・ゼミ単位の海外研修

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　計

※学部間協定による留学を含む

留学先大学またはプログラム名留学種別

29

47

22

1

99

2

65

67

29
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26

29
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-
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55

10

39

11

-

10

-

235

6
-

14

1

-

1

-

60

133

215

2019年度

616

-

2（＊）

-

-

2

-

8

8

5（＊）

-

-

-

-

-

-

9（＊）

-

7（＊）

-

11（＊）

2（＊）

-

-

-

34

-

-

-

-

-

3（＊）

-

-

-

3

2020年度

47

24

31

9（＊1名）

-

64

5

24

29

8（＊）

-

-

-

-

-

4（＊）

-

-

11（＊）

-

14（＊）

9（＊）

1（＊）

-

-

47

-

-

-

-

-

3（＊）

-

-

-

3

33

60

22（＊2名）

2

117

31

39

70

13

-

-

14

-

9

-

13

-

45（＊6名）

-

13（＊7名）

19

-

-

1（＊）

127

10

-

22

-

-

2

-

12

41（＊12名）

87

2021年度 2022年度

143 401

海外研修
プログラム
参加者数

合計

＊オンラインによる参加
59

在外公館（外務省）

在外公館の連絡先が掲載されている。

❸
https://www.mofa.go.jp/mofaj/annai/zaigai/
index.html



〒814-8511 福岡市早良区西新6丁目2番92号

092-823-3346
intleduc@seinan-gu.ac.jp

西南学院大学 国際センター

E-mail
TEL

2023.4.1
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