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2DEPARTURE

立教大学の海外プログラム
　立教大学では、3週間程度のものから1年程度のものまで、多種多様な海外プログラムを実施しています。この冊子は、
立教大学が実施する海外プログラムを全般的に紹介することを目的としています。立教大学の海外プログラムを知り、海
外で学ぶことの意味を考えながら計画を立て、留学への一歩につなげてください。

　立教大学で展開するプログラムは、大きく以下の６つに分類できます。興味や関心に
応じて、自分の目的に合ったプログラムを見つけましょう。

なぜ留学をしたいのか

なにを学びたいのか

海外で学んだこと・経験したことを
どのように活かしたいのか

留学を
考えるにあたっての

ポイント

目的別
海外プログラムの

タイプ

留学の動機

留学の目的

留学後の展望

A 語学授業を受け、語学力を伸ばす。

B 語学授業を受けながら、海外大学等で特定のテーマについて学ぶ。

C 語学授業を受けながら、インターンシップ等に参加し実践的に学ぶ。

D 海外大学で専門分野等の学びを深める。

E インターンシップやサービスラーニング等、実践的に学ぶ。

F 海外の歴史や文化等に触れ、また現地の人との交流をとおして自らの
視野を広げる。

プラクティカル
（実践的）

＜イメージ＞

アカデミック
（学究的）

語学力
（高）

語学力
（低）

E D
C B

A
F

注  意

●	この冊子は、2018年4月現在の立教大学の海外プログラムの概要を取りまとめて掲載しています。
●	年度の途中でプログラムが追加、休止される場合があります。詳細はプログラム実施部局にて確認してください。
●	プログラムに参加する際は、必ず募集要項等で詳細を確認してください。
●	授業科目として開講されるものがあります。これらのプログラムに参加するためには、定められた手続きに従い履修登録を
行う必要があります。
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中・長期の
海外プログラム

全学生対象のプログラム

大学間協定に基づく派遣留学制度
　立教大学と国際交流協定を結んでいる海外の大学へ交換留学生として派遣される留学制度です。派遣先は2017年10月時点で26か
国・地域87大学・機関にのぼり、海外の協定校での学習や研究、世界各国からの留学生との交流を通じて視野を広げることができます。

詳細は、「2019 STUDY ABROAD 派遣留学生募集要項」を必ず確認してください。

対　　　象
全学部・研究科の学生が対象。
※ただし、一部協定校においては留学可能な学部・研究科の指定があります。また、学部生・大学院生いずれかのみ受け入れる協定校
　もあります。

応 募 資 格

協定校が定める応募資格・条件（課程、学年、語学能力、GPA等）を満たすこと。

例）語学レベル
英語による留学　　　　　各協定校が定めるTOEFL iBTまたはIELTSの基準を満たす必要があります。
その他言語による留学　　各協定校が定める語学基準を満たす必要があります。ただし、フランス語（12月募集
　　　　　　　　　　　　のみ）・スペイン語・中国語・朝鮮語による留学は本学による語学試験を実施します。

応 募 時 期 春出発（2〜3月） （初回）出発の前々年の12月 （2回目）出発の前年の6月
秋出発（8〜10月） （初回）出発の前年の9月 （2回目）出発の前年の12月

派 遣 期 間

1学期間〜1学年間

春出発（2〜3月） ブラジル、中国（一部）、韓国、オーストラリア、ニュージーランド
秋出発（8〜10月） 上記以外
※春出発・秋出発いずれも初回の募集では、留学期間が1年の応募のみ受け付けます。

留学先学費 留学先学費は原則免除（一部の大学を除く）。

派 遣 人 数 協定校1校につき、毎年度1〜3名程度。

留学中の学籍と
単位認定

派遣留学生は留学中の学籍について、「在学留学」か「休学留学」を選択することができます。

在学留学 留学期間が立教大学の在学期間に算入されるため、4年間で卒業することも可能。留学先で
修得した単位は本学の卒業要件単位の一部として認定を申請することができる。

休学留学 留学先で修得した単位は立教大学の卒業要件単位に振り替えることはできない。留学期間は在
学期間とならないため、卒業は半期または1年遅くなる。

問い合わせ先
国際センター （池袋） マキムホール （15号館）3階 ☎03-3985-2673
 （新座） 7号館2階 ☎048-471-6792

プログラムタイプ D

DEPARTURE3
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中
・
長
期
留
学

大学間協定校一覧 （2017年10月現在）

北米・南米 ヨーロッパ アジア
アメリカ ベルギー 中国
シカゴ大学
コーネル大学
ケント州立大学
リンフィールド大学
サウス大学
ヴァージニア大学
ウェスタン・ミシガン大学
ベロイト大学
マーシー大学
アーカンソー州立大学
ストックトン大学
トレド大学
テキサス州立大学サンマルコス校
モンタナ州立大学
セントクラウド州立大学
ノースイースタンイリノイ大学
ウエストフロリダ大学
ウエストアラバマ大学
ニューメキシコ大学
ルイジアナ州立大学
セントラルオクラホマ大学
オレゴン大学
ワシントン大学

ルーヴェン大学 香港中文大学
華東師範大学
北京外国語大学
吉林大学
南開大学
山西大学
中国人民大学
南京大学

フランス
フランス東洋言語文化研究所(INALCO)
リヨン第３大学
パリ・ディドロ大学（パリ第７大学）
パリ東大学マルヌ・ラ・ヴァレ校

ドイツ
ボン大学
フンボルト大学
テュービンゲン大学
マールブルク大学
ヴッパータール大学

台湾
天主教輔仁大学
国立政治大学
聖約翰科技大学

韓国
オランダ 梨花女子大学

高麗大学
西江大学
聖公会大学
延世大学

ライデン大学
ラドバウド大学ナイメヘン校
ロッテルダム・エラスムス大学
　　歴史文化コミュニケーション学部
ゾイド応用科学大学

ネパール
フィンランド トリブバン大学
トゥルク大学

メキシコ フィリピン
モンテレイ工科大学 ポーランド アテネオ・デ・マニラ大学

アジア・トリニティ大学ワルシャワ大学
カナダ

セントメリーズ大学
シェルブルック大学
ケベック大学モントリオール校
ダグラス大学
フレーザーバレー大学

スペイン シンガポール
レオン大学
セビリア大学
アリカンテ大学
サラマンカ大学

シンガポール国立大学人文社会学部
南洋理工大学

タイ
チュラロンコン大学

ブラジル 英国
サンパウロ大学 エセックス大学

シェフィールド大学
リンカーン大学
アベリストウィス大学
チチェスター大学

インドネシア
パジャジャラン大学

ベトナム
RMITベトナム校

アイルランド オセアニア
ダブリンシティ大学人文社会科学部 オーストラリア

ラトローブ大学
マードック大学
ニューサウスウェールズ大学
南オーストラリア大学

トルコ
サバンジュ大学

スイス
ザンクトガレン応用科学大学 ニュージーランド

ウェリントン・ヴィクトリア大学

その他
ISEP

全
学
生
対
象

 A ： 語学授業を受け、語学力を伸ばす。
 B ： 語学授業を受けながら、海外大学等で特定のテーマ

について学ぶ。
 C ： 語学授業を受けながら、インターンシップ等に参加し

実践的に学ぶ。
 D ： 海外大学で専門分野等の学びを深める。
 E ： インターンシップやサービスラーニング等、実践的に

学ぶ。
 F ： 海外の歴史や文化等に触れあい、また現地の人との

交流をとおして自らの視野を広げる。

プログラム
タイプ
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海外留学プログラム（半期・1年　授業料非免除）
　本プログラムは、アメリカのケント州立大学（オハイオ州）またはセントクラウド州立大学（ミネソタ州）に、半期（約4か月）または
1年（約10か月）留学するプログラムです。各大学付属の英語教育機関（ESL/IEC）にて英語を中心とした授業、または正規課程にて
専門科目の授業を受けることができます。現地大学と立教大学に学費を支払うことになりますが、成績と現地でのプレイスメントテス
トの結果次第で派遣留学と同じように授業を受けることが可能です。

ケント州立大学 セントクラウド州立大学

留 学 期 間 半期：2018年8月〜2018年12月
1年：2018年8月〜2019年5月

派 遣 基 準

英語教育機関（ESL） 正規課程 英語教育機関（IEC） 正規課程

出願時の基準なし

TOEFL iBT71点以上
または、

IELTS6.0点以上で、
GPA2.00以上

出願時の基準なし

TOEFL iBT61点以上
（R,W,Lのセクションが
各15点以上）または、

IELTS5.5点以上

申 込 期 間 2018年3月13日（火）〜 4月2日（月）17時

定　　　員 15名程度 20名程度

費 用 概 算
（留学先学費、寮費、

食費、保険料等）

英語教育機関（ESL） 正規課程 英語教育機関（IEC） 正規課程

半期：約170万円
1年：約350万円

半期：約220万円
1年：約430万円

半期：約140万円
1年：約265万円

半期：約115万円
1年：約230万円

● 上記以外に、アメリカへの航空券費用、ビザ費用、教科書代、その他生活費等がかかります。
● 為替レートの変動等により、変更となることもあります。

学　　　籍 「在学留学」または「休学留学」

単 位 認 定 「在学留学」の場合、本学学則および本学大学院学則により認定する場合がある。

履修科目の接続 協定校派遣留学に準じて行う。

そ　の　他 1学期目終了後に留学先大学の定める基準を満たした場合は、2学期目から正規課程の科目の履修が可
能となる。

プログラムタイプ ＡまたはD

応募資格は別途定めていますので、詳細は「募集要項」を必ず確認してください。

問い合わせ先
国際センター （池袋） マキムホール （15号館）3階 ☎03-3985-2673
 （新座） 7号館2階 ☎048-471-6792
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中
・
長
期
留
学

　認定校留学制度とは、「協定校派遣留学制度によらず学生個人が留学先大学の入学許可を取得した留学計画に対し、立教大学が正
式な認可を付与する」制度です。認可を受けるためには各学部・研究科の承認を得る必要があります。認定校留学として認可を受けた
場合、学籍や履修科目等について協定校派遣留学制度に準じた取り扱いとなり、本学が支給する海外留学奨学金制度の対象にもなり
ます。

全
学
生
対
象

認定校留学制度

 A ： 語学授業を受け、語学力を伸ばす。
 B ： 語学授業を受けながら、海外大学等で特定のテーマについて学ぶ。
 C ： 語学授業を受けながら、インターンシップ等に参加し実践的に学ぶ。
 D ： 海外大学で専門分野等の学びを深める。

 E ： インターンシップやサービスラーニング等、実践的に学ぶ。
 F ： 海外の歴史や文化等に触れあい、また現地の人との交流をとおして自らの

視野を広げる。
プログラム

タイプ

プログラムタイプ ＡまたはD

申請方法・期間の詳細は、「募集要項」を必ず確認してください。

問い合わせ先
国際センター （池袋） マキムホール （15号館）3階 ☎03-3985-2673
 （新座） 7号館2階 ☎048-471-6792

資　　　格

学部生 ： 留学時在学２年目以上
大学院生： 留学時の在学年数については制限を設けない。
応募時において本学学部または大学院に在学し、派遣期間中、本学学部または大学院に在籍する者
※休学中は申請できません。

対 象 機 関 学位授与権のある大学または高等教育機関、および大学付属の語学学校に限る。
※短期大学、コミュニティカレッジ、専門学校、一般の語学学校は対象外となります。

期　　　間
90日以上１年以内（留学先大学の授業開始から授業終了までが 90日以上であること。オリエンテーションや学
期末試験日程は含めない）。
ただし、申請・審議を経て１年を限度とし留学期間の延長を認めることがある。

学　　　籍 「在学留学」または「休学留学」

単 位 認 定 「在学留学」の場合、本学学則および本学大学院学則により認定する場合がある。

履修科目の接続 協定校派遣留学に準じて行う。

申 請 時 期

オリエンテーション開始時期によって、申請時期が異なります。

オリエンテーション開始時期 申請時期
2018年5月〜 7月 2018年3月中下旬
2018年8月〜 10月 2018年5月中下旬
2018年11月〜 2019年1月 2018年9月上旬
2019年2月〜 4月 2018年11月中下旬

申 請 書 類

1. 認定校留学申請書（国際センター所定用紙）
2. 留学先入学願書（写）
3. 留学先学校案内および履修要項等（写）
4. 留学先 Academic Calendar（写）
5. 留学先入学許可書（写）
6. 本学成績証明書（和文）
7. 認定校留学先情報（国際センター所定用紙）
8. 指導教員による推薦状（大学院生のみ）
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国連ユースボランティア
　国連ユースボランティアは、世界の平和と開発を支援するためにボランティアリズムを推進する国連機関である国連ボランティア計画

（UN Volunteers）が大学と連携して、学生を開発途上国へボランティアとして派遣するプログラムです。
　約5か月間（9月〜 2月）、開発途上国において国連事務所や政府機関、NGOなどに派遣され、業務指示書に基づき各機関のスタッ
フや現地の人々ともに活動に従事します。ウェブサイト作成などの広報活動、プロジェクト運営の支援などを通して、教育、環境、保
健衛生などの分野の活動に携わります。

上記の費用概算は個人負担分（事前研修経費・海外旅行保険料・予防接種・健康診断費用等）の概算です。
この他必要な往復渡航費・現地住居費・生活費等の経費については国連ボランティア計画が大幅に負担する大変貴重なプログラムです。

費用概算に
ついて

プログラムタイプ E

派遣先 使用言語 説明会 プログラム実施期間 単位 定員 費用概算

国連から提示される
開発途上国の国連事務所等の機関

（アジア、アフリカ、南米、大洋州など）
英語他 12月 9月〜2月（約5か月） 正課 6名程度 約20〜30万円

申請方法等の詳細は、「募集要項」を必ず確認してください。

2017年度より派遣中の週間活動レポートをグローバル教育センターホームページで公開しています。
実際の活動の様子が分かります。ぜひご覧ください。（https://ghrd.rikkyo.ac.jp）

2016年度派遣
派遣国：タンザニア
派遣機関：UNV（国連ボランティア現地オフィス）

2017年度派遣
派遣国：フィリピン
派遣機関：FAO（国連食糧農業機関）

問い合わせ先
グローバル教育センター （池袋） マキムホール （15号館）2階 ☎03-3985-4613

過去の派遣の様子

 A ： 語学授業を受け、語学力を伸ばす。
 B ： 語学授業を受けながら、海外大学等で特定のテーマについて学ぶ。
 C ： 語学授業を受けながら、インターンシップ等に参加し実践的に学ぶ。
 D ： 海外大学で専門分野等の学びを深める。

 E ： インターンシップやサービスラーニング等、実践的に学ぶ。
 F ： 海外の歴史や文化等に触れあい、また現地の人との交流をとおして自らの

視野を広げる。
プログラム

タイプ
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中
・
長
期
留
学

全
学
生
対
象
●
留
学
体
験
談

中・長期	|	留学体験談

派遣留学生として海外に挑戦できるチャン
スを手に入れるまで、3年間かかりました。
大学1年の時から思い続けてきた目標でした
が、いまひとつ説得力のない志望動機や言
語能力不足のためにここまで多くの時間を
費やしました。帰国後は「あの時、諦めなく
て本当に良かった」という思いを感じる毎日
です。おそらくこの冊子を見ている皆さんは
どんな形であれ、海外に興味をお持ちの方
だと思います。世界中にある様々な大学を
見ているだけで、期待に胸を膨らませるので
はないでしょうか。僕自身も3年間同じよう
に思い続けてきました。幸いなことにその
長い月日の中で、定まり始めた目標と志望

留学期間中に「辛い」「帰りたい」と思うこと
が何度もありました。異文化の中での学習
は簡単なことではありません。授業が始ま
ってすぐの頃、英語での講義についていけ
ず、ディスカッションでも一言も発言できな
い日々が続きました。シェアハウスを始め
てからはシェアメイトがベジタリアンだった
り、食をはじめとする生活習慣の違いから
なかなか打ち解けられませんでした。言葉
の壁、文化の違いは留学生が必ずぶつかる
問題です。しかし、だからこそ留学すること
に価値が生まれるのだと思います。私は留
学を通じて家族の大切さに気づき、自分の
弱さを発見することができました。また、

ケント州立大学での留学は、私にとって自
分自身を見つめ直すきっかけになりました。
留学生活を通してアメリカという様々なバッ
クグラウンドを持つ人々が共存する社会を
肌で感じ、今までわからなかった自分の強
みや将来の目標、また改善したい点が明確
になったと感じています。私が現地で出会
った人々は国も文化も価値観も異なってい
て、毎日が新しい発見の連続でした。仲良
くなった友達とは今でも定期的に連絡を取
り合っていて、何でも相談できる存在です。
このように国を越えてかけがえのない友情
を築くことができたことも、私の留学の大
きな成果であったと思います。語学力の向
上だけでなく、一人の人間として大きく成長

動機を見つけることができ、フィンランドと
いう国で挑戦できるチャンスを頂きました。
どこの国が良い悪いよりも、一分一秒の時
間を無駄にすることがないような場所に是
非挑戦して欲しいと思います。そこには同じ
ような志を持つ世界中の学生とそれを実現
できる環境との出会いが必ず待っているは
ずです。皆さんの努力と期待が、価値のあ
る留学になりますように！

多くはありませんが現地で新しい友達もで
きました。留学をどう価値づけるかはそれぞ
れだと思いますが、英語能力以上に重要な
力を得られることは確実だと思います。非
常に勇気のいる決断でしたが、帰国した現
在、留学して本当によかったなと思えます。

できた９か月間の留学は、私にとって忘れら
れない経験になりました。そして、帰国後
は留学生のサポートや国際交流活動に力を
入れています。今後も世界中の人とコミュニ
ケーションを取りながら、自分の国際感覚
を磨き続けたいです。

社会学部　大橋　謙太さん
2017年
大学間協定校：トゥルク大学

文学部　片山　玲央さん
2017年
大学間協定校：ニューサウスウェールズ大学

文学部　高坂　栞さん
2016年
ケント州立大学（1年・学費非免除）
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P10

P10

P11

P11

P15-16

P16

P12-14

各学部主催のプログラム
立教大学では全学生対象の海外プログラムの他に、学部が独自に教育課程の編成の中で主催する海外プログラムがありま

す。原則として実施する学部の学生に参加の機会が提供されます。派遣期間は半期又は１年間で、語学力や専門分野に応じた授業を
履修し、現地の学生と一緒に大学生活を送ることができます。海外企業でのインターンシップなど、海外をフィールドに実践的に学ぶ
プログラムを提供する学部もあります。
プログラムごとに対象や条件などが異なりますので、詳細は必ずプログラム実施部局にて確認してください。

文学部・文学研究科・キリスト教学研究科　海外プログラム
教務部　学部事務１課（文学部・文学研究科・キリスト教学研究科担当）  
池袋キャンパス　ロイドホール5階　☎03-3985-3392

社会学部　海外プログラム
教務部　学部事務２課（社会学部担当）
池袋キャンパス　12号館4階　☎03-3985-4907

法学部　海外プログラム
教務部　学部事務２課（法学部担当）
池袋キャンパス　12号館4階　☎03-3985-3365

観光学部　海外プログラム
留学サポートセンター
新座キャンパス　5号館5階　☎048-471-7421

異文化コミュニケーション学部　海外プログラム
留学準備室
池袋キャンパス　マキムホール15号館6階　☎03-3985-4712

Global Liberal Arts Program (GLAP)　海外プログラム
グローバル・リベラルアーツ・プログラム運営センター事務室
池袋キャンパス　15号館2階　☎03-3985-4612

経営学部　海外プログラム
国際交流事務局
池袋キャンパス　マキムホール15号館6階　☎03-3985-4241
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文学部・文学研究科・キリスト教学研究科 海外プログラム

社会学部 海外プログラム

学部間協定による派遣留学制度（2019年度派遣）
単位 条件を満たせば認定する

こともある

プログラムタイプ D

下記の学部間協定を締結しているドイツ語圏4大学に学生を1年間派遣する。申請時にドイツ語検定3級以上又はドイツ文化センターのドイツ語資
格SD2以上の合格証明書を有することを原則としている。選考にあたっては語学力、成績、留学目的、計画性を総合的に審査する。

派遣国・地域 派遣先 使用言語 説明会 出発時期 留学期間 定員 派遣先学費

ドイツ フランクフルト大学  第9学群 ドイツ語 2018.4 春 1年 3名 免除

ドイツ ケルン大学  哲学部 ドイツ語 2018.4 春 1年 2名 免除

ドイツ エアランゲン・ニュルンベルク大学
哲学・社会科学・神学学部 ドイツ語 2018.4 春 1年 2名 免除

オーストリア インスブルック大学  人文学部第1・第2 ドイツ語 2018.4 春 1年 2名 免除

学部間協定による派遣留学制度（2019年度派遣）
単位 条件を満たせば認定する

こともある

プログラムタイプ D

社会学部では、以下の4大学と学部間協定を締結し、派遣留学プログラムを実施しています。応募対象者は本学社会学部2年次以上または社会学
研究科在籍者となります。海外大学への派遣留学を考えている学生は、ぜひ積極的に派遣留学説明会に参加してください。

派遣国・地域 派遣先 使用言語 説明会 出発時期 留学期間 定員 派遣先学費

台湾 天主教輔仁大学 中国語
もしくは英語

2018.5
（予定） 春・秋 半期・1年 2名 免除

韓国 ソウル市立大学 朝鮮語
もしくは英語

2018.5
（予定） 春・秋 半期・1年 2名 免除

オーストラリア モナシュ大学 英語 2018.5
（予定） 春 半期・1年 2名 免除

中国 同済大学 中国語
もしくは英語

2018.5
（予定） 春・秋 半期・1年 2名 免除

英米文学専修　留学プログラム（2019年度派遣）
単位 条件を満たせば認定する

こともある

プログラムタイプ D

文学部文学科英米文学専修の2～4年次生対象。協定校であるハワイ大学ヒロ校に1または2セメスター派遣。申請時に本学の成績評価係数3.0以
上、及びTOEFL61iBT（500PBT）以上のスコアが必要。派遣先大学では基本的には開講されている全ての授業履修が可能である。

派遣国・地域 派遣先 使用言語 説明会 出発時期 留学期間 定員 派遣先学費

アメリカ ハワイ大学  ヒロ校 英語 2018.11 秋 半期・１年 5名 自己負担

 A ： 語学授業を受け、語学力を伸ばす。
 B ： 語学授業を受けながら、海外大学等で特定のテーマについて学ぶ。
 C ： 語学授業を受けながら、インターンシップ等に参加し実践的に学ぶ。
 D ： 海外大学で専門分野等の学びを深める。

 E ： インターンシップやサービスラーニング等、実践的に学ぶ。
 F ： 海外の歴史や文化等に触れあい、また現地の人との交流をとおして自らの

視野を広げる。
プログラム

タイプ
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法学部 海外プログラム

観光学部 海外プログラム

学部間協定による派遣留学制度（2019年度派遣）
単位 条件を満たせば認定する

こともある

プログラムタイプ D

同大学法学部との学部間協定による派遣（2016年度開始）。8月～12月（半期）または8月～4月（1年）の派遣であるが、1年留学を選択した場合も、
立教では4月から春学期に復学可能。ゼミ形式を中心とする英語での法学関連授業を主に受講。TOEFLまたはIELTSの点数要件あり。

派遣国・地域 派遣先 使用言語 説明会 出発時期 留学期間 定員 派遣先学費

シンガポール シンガポール経営大学 英語 2018.11 秋 半期・1年 1 〜2名 免除

学部間協定による派遣留学制度（2019年度派遣）
単位 条件を満たせば認定する

こともある

プログラムタイプ D

観光学部の協定校は、いずれも各国を代表する名門校で、学部間協定にもとづく留学生の派遣と受け入れを相互に実施しています。留学先の大学
で履修した科目は単位互換することもでき、語学や専門分野に関する講義を受けることができます。

派遣国・地域 派遣先 使用言語 説明会 出発時期 留学期間 定員 派遣先学費

中国 北京外国語大学  日語系 中国語 2018.9 秋 半期・1年 2名 免除

中国 中山大学  旅游学院 中国語、英語 2018.9 秋 半期・1年 2名 免除

韓国 韓国外国語大学 朝鮮語、英語 2018.9 秋 半期・1年 2名 免除

韓国 漢陽大学  社会科学部 朝鮮語、英語 2018.9 秋 半期・1年 2名 免除

モンゴル モンゴル国立大学  人文科学部 モンゴル語
日本語 2018.9 秋 半期・1年 2名 免除

タイ チェンマイ大学  人文学部 タイ語、英語 2018.9 秋 半期・1年 2名 免除

タイ タマサート大学  教養学部 タイ語、英語 2018.9 秋 半期・1年 2名 免除

マレーシア マラヤ大学  言語学部、人文社会学部 マレー語、英語 2018.9 秋 半期・1年 2名 免除

インドネシア インドネシア大学  人文学部 インドネシア語 2018.9 秋 半期・1年 2名 免除

ベトナム ベトナム国家大学ハノイ・社会科学人文科学大学
観光学部、ベトナム言語・文化学部、東洋学部 ベトナム語 2018.9 秋 半期・1年 2名 免除

アメリカ セントラルフロリダ大学
ローゼン・ホスピタリテイ経営学部 英語 2018.9 秋 半期・1年 3名 免除

アメリカ ハワイ大学マノア校  旅行産業学部 英語 2018.9 秋 半期・1年 2名 自己負担

ディズニー・インターンシップ・プログラム（2018年度派遣）
※経営学部応募可

単位 条件を満たせば認定する
こともある

プログラムタイプ D、E

このプログラムは、アメリカ合衆国フロリダ州ウォルトディズニーワールドの関連施設で半年間インターンシップを経験しながら、同時に週1日セン
トラルフロリダ大学ホスピタリティ経営学部で関連の授業を3科目履修するものです。インターンシップは有給です。

派遣国・地域 派遣先 使用言語 説明会 出発時期 留学期間 催行人数 派遣先学費

アメリカ セントラルフロリダ大学
ローゼン・ホスピタリテイ経営学部 英語 2018.4 2019.1 １年 5名以上 自己負担
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経営学部 海外プログラム

学部間協定による派遣留学制度（2019年度派遣）
単位 条件を満たせば認定する

こともある

プログラムタイプ D

経営学部が独自に協定を締結している海外の協定校へ留学し、正規課程の学生として経営学を専門的に学ぶプログラム。協定校はいずれも世界ト
ップクラスの大学・ビジネススクールであり、さまざまなバックグラウンドをもつ学生が在籍する国際的な教育機関である。

派遣国・地域 派遣先 使用言語 説明会 出発時期 留学期間 定員 派遣先学費

アメリカ カリフォルニア州立大学  サンマルコス校 英語 2018.10 秋 半期 2名 免除

アメリカ イースタン・ケンタッキー大学 英語 2018.10 秋 半期・1年 2名 免除

アメリカ オハイオ州立マイアミ大学 英語 2018.10 秋 半期・1年 1名 免除

アメリカ ノースイースタン大学 英語 2018.10 秋 半期・1年 2名 免除

アメリカ クイーンズカレッジ 英語 2018.10 秋 半期 2名 免除

アメリカ オハイオ州立大学 英語 2018.10 秋 半期・1年 1 〜 3名 免除

アメリカ ハワイ大学  ヒロ校 英語 2018.10 秋 半期・1年 2名 免除

アメリカ ミズーリ大学  セントルイス校 英語 2018.10 秋 半期 2名 免除

カナダ モントリオール経営大学 英語、フランス語
スペイン語 2018.10 秋 半期・1年 2名 免除

カナダ クイーンズ大学 英語 2018.10 秋 半期・1年 2名 免除

カナダ ケベック大学  モントリオール校 英語
フランス語 2018.10 秋 半期・1年 2名 免除

カナダ ヴィクトリア大学 英語 2018.10 秋 半期・1年 2名 免除

フランス ESCEM経営大学 英語
フランス語 2018.10 秋 半期・1年 2名 免除

フランス IESEG経営大学 英語
フランス語 2018.10 秋 半期・1年 4名 免除

フランス NEOMA経営大学 英語
フランス語 2018.10 秋 半期・1年 2名 免除

フランス EDHEC経営大学 英語
フランス語 2018.10 秋 半期・1年 1名 免除

ドイツ ケルン経営大学 英語
ドイツ語 2018.10 秋 半期・1年 4名 免除

ドイツ EBS経営大学 英語
ドイツ語 2018.10 秋 半期・1年 1名 免除

ドイツ テュービンゲン大学 英語
ドイツ語 2018.10 秋 半期・1年 1名 免除

スイス ZHAW経営大学 英語
ドイツ語 2018.10 秋 半期・1年 3名 免除

オランダ ラドバウド大学  ナイメヘン校 英語
オランダ語 2018.10 秋 半期・1年 1名 免除

フィンランド トゥルク大学 英語
フィンランド語 2018.10 秋 半期・1年 2名 免除

 A ： 語学授業を受け、語学力を伸ばす。
 B ： 語学授業を受けながら、海外大学等で特定のテーマについて学ぶ。
 C ： 語学授業を受けながら、インターンシップ等に参加し実践的に学ぶ。
 D ： 海外大学で専門分野等の学びを深める。

 E ： インターンシップやサービスラーニング等、実践的に学ぶ。
 F ： 海外の歴史や文化等に触れあい、また現地の人との交流をとおして自らの

視野を広げる。
プログラム

タイプ
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派遣国・地域 派遣先 使用言語 説明会 出発時期 留学期間 定員 派遣先学費

デンマーク オーフス大学 英語
デンマーク語 2018.10 秋 半期・1年 2名 免除

デンマーク コペンハーゲン経営大学 英語
デンマーク語 2018.10 秋 半期・1年 2名 免除

ノルウェー BIノルウェー経営大学 英語
ノルウェー語 2018.10 秋 半期・1年 2名 免除

ノルウェー NHHノルウェー経済大学 英語
ノルウェー語 2018.10 秋 半期・1年 4名 免除

スウェーデン ルンド大学 英語
スウェーデン語 2018.10 秋 半期・1年 1名 免除

スウェーデン ウプサラ大学 英語
スウェーデン語 2018.10 秋 半期・1年 1名 免除

スロベニア リュブリャナ大学 英語
スロベニア語 2018.10 秋 半期・1年 1名 免除

イギリス サウサンプトン大学 英語 2018.10 秋 半期・1年 2名 免除

イギリス スターリング大学 英語 2018.10 秋 半期・1年 2名 免除

香港 香港理工大学 英語
中国語 2018.10 春・秋 半期・1年 3名 免除

中国 長庚大学 英語
中国語 2018.10 春・秋 半期・1年 3名 免除

中国 山西大学  商務学院 英語
中国語 2018.10 春・秋 半期・1年 2名 免除

韓国 慶熙大学 英語
朝鮮語 2018.10 春・秋 半期・1年 1名 免除

シンガポール シンガポール経営大学 英語 2018.10 秋 半期・1年 2名 免除

オーストラリア ディーキン大学 英語 2018.10 春 半期・1年 2名 免除

オーストラリア クイーンズランド工科大学 英語 2018.10 春 半期・1年 2名 免除

Long-term Global Internship フィリピンプログラム　春学期 他学部
履修可

単位 正課

プログラムタイプ C

2月初旬から半年間、フィリピンの英語研修学校でのインターンシップ。海外の経営者・従業員と共に働き課題解決まで行う実践型のインターン
シップ。インターン中は宿泊・食事・マンツーマンの英語レッスン付。事前研修（10 ～1月）・事後研修（8月）の受講必須。

派遣国・地域 派遣先 使用言語 説明会 実施期間 定員 費用概算

フィリピン フィリピンの英語研修学校 英語 2018.7 2019.2-2019.8
（6か月） 5名 25万円

Long-term Global Internship フィリピンプログラム　秋学期 他学部
履修可

単位 正課

プログラムタイプ C

8月初旬から半年間、フィリピンの英語研修学校でのインターンシップ。海外の経営者・従業員と共に働き課題解決まで行う実践型のインターン
シップ。インターン中は宿泊・食事・マンツーマンの英語レッスン付。事前研修（5～7月）・事後研修（2月）の受講必須。

派遣国・地域 派遣先 使用言語 説明会 実施期間 定員 費用概算

フィリピン フィリピンの英語学校 英語 2018.4 2018.8-2019.2
（6か月） 5名 25万円
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Long-term Global Internship 海外一般プログラム　春学期 他学部
履修可

単位 正課

プログラムタイプ E

東南アジア等の日系企業・外資系企業、NGOなどにて4か月～ 6か月のインターンを行う。地域の特徴を生かした産品の開発や企画運営など、単
なる支援ではなくビジネスの要素を取り入れ、持続的な形で地域発展に貢献する。事前研修（10 ～1月）・事後研修（8月）の受講必須。

派遣国・地域 派遣先 使用言語 説明会 実施期間 定員 費用概算

フィリピン
ラオス

カンボジア
現地の日系企業、外資企業、国際協力プログ
ラムNGOなど 英語 2018.7 2019.3-2019.8

（4〜6か月） 5名 64万円

Long-term Global Internship 海外一般プログラム　秋学期 他学部
履修可

単位 正課

プログラムタイプ E

東南アジア等の日系企業・外資系企業、NGOなどにて4か月～ 6か月のインターンを行う。地域の特徴を生かした産品の開発や企画運営など、単
なる支援ではなくビジネスの要素を取り入れ、持続的な形で地域発展に貢献する。事前研修（5～7月）・事後研修（2月）の受講必須。

派遣国・地域 派遣先 使用言語 説明会 実施期間 定員 費用概算

フィリピン
ラオス

カンボジア
現地の日系企業、外資企業、国際協力プログ
ラムNGOなど 英語 2018.4 2018.9-2019.2

（4〜6か月） 5名 64万円

Long-term Overseas Internship
アカデミックインターンプログラム

他学部
履修可

単位 正課

プログラムタイプ E

アメリカ・ワシントンDCもしくはイギリス・ロンドンで実社会の就労機会とインターンシップに関連した関連授業を履修する実践と理論を組み合わ
せたプログラム。アメリカはアメリカン大学、イギリスはアメリカのデュレクセル大学の学生としてインターン、授業に参加する。

派遣国・地域 派遣先 使用言語 説明会 実施期間 定員 費用概算

アメリカ
イギリス アメリカン大学、デュレクセル大学 英語 2018.11 2019.8-2019.12

（4か月） 10名 200 〜 390万円

 A ： 語学授業を受け、語学力を伸ばす。
 B ： 語学授業を受けながら、海外大学等で特定のテーマについて学ぶ。
 C ： 語学授業を受けながら、インターンシップ等に参加し実践的に学ぶ。
 D ： 海外大学で専門分野等の学びを深める。

 E ： インターンシップやサービスラーニング等、実践的に学ぶ。
 F ： 海外の歴史や文化等に触れあい、また現地の人との交流をとおして自らの

視野を広げる。
プログラム

タイプ

為替の変動等により大幅に変わる可能性があります。なお、費用概算の内訳は以下の通りです。
航空運賃、宿泊費・寮費、海外旅行保険料、授業料、査証取得に関わる費用、派遣先国や派遣先大学が指定する保険料、派遣先最寄空港から滞在先への
移動費用

費用概算に
ついて
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異文化コミュニケーション学部 海外プログラム

海外留学研修A/B（2019年度派遣）
単位 正課

プログラムタイプ A、C、D、E

2年次秋学期に英語・独語・仏語・西語・中国語・朝鮮語のいずれかの言語圏へ留学し、当該言語の運用能力の向上と異文化対応能力を養う。	
基準を満たしている場合にはアカデミックプログラム、満たしていない場合にはランゲージプログラムに参加することができる。

派遣国・地域 派遣先 使用言語 説明会 出発時期 留学期間 定員 費用概算
アメリカ、カナダ

欧州諸国
アジア諸国

― 英語他 2018.4 秋 12週間※1

以上

英語圏10名
初習言語圏
は定員なし

90-300万円※2

学部間協定による派遣留学制度（海外留学研修C1・C2）（2019年度派遣）
単位 条件を満たせば認定する

こともある

プログラムタイプ D

2年次秋学期に学部間協定校へ交換留学生として半期または1年留学し、当該言語の運用能力の向上と異文化対応能力を養う。出願基準を満た
し、学内選考を通過した者は留学先でアカデミックプログラムに参加することができる。

派遣国・地域 派遣先 使用言語 説明会 出発時期 留学期間 定員 派遣先学費

アメリカ サンディエゴ州立大学 英語 2018.4 秋 半期・1年 2名 免除

アメリカ オハイオ州立大学  人文科学部 英語 2018.4 秋 半期・1年 1名 免除

アメリカ テネシー大学チャタヌーガ校 英語 2018.4 秋 半期・1年 2名 免除

アメリカ デンバー大学 英語 2018.4 秋 1年 1名 免除

フランス オルレアン大学 英語
フランス語 2018.4 秋 半期・1年 2名 免除

ドイツ フライブルク大学  文学部 英語
ドイツ語 2018.4 秋 半期・1年 2名 免除

オランダ ゾイド応用科学大学 英語 2018.4 秋 半期・1年 4名 免除

スペイン バスク大学 英語
スペイン語 2018.4 秋 半期・1年 3名 免除

イギリス マンチェスター大学  人文学部 英語 2018.4 秋 半期・1年 1名 免除

イギリス ヨークセントジョン大学 英語 2018.4 秋 半期・1年 2名 免除

スロベニア リュブリャナ大学  人文学部 英語
スロベニア語 2018.4 秋 半期・1年 2名 免除

チェコ マサリク大学  人文学部 英語
チェコ語 2018.4 秋 半期・1年 2名 免除

台湾 国立成功大学  文学院 英語
中国語 2018.4 秋 半期・1年 2名 免除

台湾 国立台湾師範大学  文学院 英語
中国語 2018.4 秋 半期・1年 2名 免除

韓国 聖公会大学  日語日本学科 朝鮮語 2018.4 秋 半期・1年 1名 免除

ブルネイ ブルネイ・ダルサラーム大学  人文社会科学部  英語 2018.4 秋 半期・1年 2名 免除

オーストラリア マッコーリ―大学 英語 2018.4 秋 半期・1年 3名 免除

オーストラリア シドニー大学  人文社会科学部 英語 2018.4 春 半期・1年 2名 免除

※1	海外留学研修Aは12～16週程度、海外留学研修BはAより長期。
※2	研修先およびプログラム内容による。渡航費用を除いたプログラム費、宿泊費等。為替の変動、研修先大学学費値上げ等で変動あり。

 A ： 語学授業を受け、語学力を伸ばす。
 B ： 語学授業を受けながら、海外大学等で特定のテーマについて学ぶ。
 C ： 語学授業を受けながら、インターンシップ等に参加し実践的に学ぶ。
 D ： 海外大学で専門分野等の学びを深める。

 E ： インターンシップやサービスラーニング等、実践的に学ぶ。
 F ： 海外の歴史や文化等に触れあい、また現地の人との交流をとおして自らの

視野を広げる。
プログラム

タイプ
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学部間協定による派遣留学制度 （海外留学研修C１・C２／授業料徴収）
（2019年度派遣）

単位 条件を満たせば認定する
こともある

プログラムタイプ A、D

2年次秋学期に学部間協定校へ半期または1年留学し、当該言語の運用能力の向上と異文化対応能力を養う。出願基準を満たし、学内選考を通過
した者は留学先でアカデミックプログラム、またはランゲージプログラムに参加することができる。

派遣国・地域 派遣先 使用言語 説明会 出発時期 留学期間 定員 派遣先学費

アメリカ
サンディエゴ州立大学
アメリカンランゲージインスティテュート

（SDSU大学科目履修プログラム）
英語 2018.4 秋 半期・1年 3名 自己負担

アメリカ
サンディエゴ州立大学
アメリカンランゲージインスティテュート

（ランゲージプログラム）
英語 2018.4 秋 半期 5名 自己負担

イギリス マンチェスター大学 英語 2018.4 秋 半期・1年 3名 自己負担

イギリス マンチェスター大学
ユニバシティーランゲージセンター 英語 2018.4 秋 半期 5名 自己負担

韓国 聖公会大学 朝鮮語 2018.4 秋 半期・1年 1名 自己負担

Global Liberal Arts Program (GLAP) 海外プログラム

学部間協定による派遣留学制度（Study Abroad1・2）（2019年度派遣）
単位 正課

プログラムタイプ D

GLAPでは、2年次秋学期から3年次春学期にかけての1年間、リベラルアーツ教育を実践している協定校に留学する「Study	Abroad1・2」を正課
科目として実施する。日本と海外、異なる環境でリベラルアーツを学ぶことで、より多様で深い学修の機会を得ることができる。

派遣国・地域 派遣先 使用言語 説明会 出発時期 留学期間 定員 派遣先学費

アメリカ サウス大学 英語 2018.4
2018.7 秋 1年 若干名 免除

アメリカ トリニティ・カレッジ 英語 2018.4
2018.7 秋 1年 若干名 免除

アメリカ バーモント大学 英語 2018.4
2018.7 秋 1年 若干名 免除

アメリカ ヴァージニア・ウェスレヤン大学 英語 2018.4
2018.7 秋 1年 若干名 免除

アメリカ ニューヨーク州立大学ジェネセオ校 英語 2018.4
2018.7 秋 1年 若干名 免除

アメリカ ミリキン大学 英語 2018.4
2018.7 秋 1年 若干名 免除

アメリカ ジャクソンビル大学 英語 2018.4
2018.7 秋 1年 若干名 免除

アメリカ リンフィールド大学 英語 2018.4
2018.7 秋 1年 若干名 免除

アメリカ ウィッテンバーグ大学 英語 2018.4
2018.7 秋 1年 若干名 免除

アメリカ モラヴィアン大学 英語 2018.4
2018.7 秋 1年 若干名 免除

アメリカ トリニティ・ユニバーシティ 英語 2018.4
2018.7 秋 1年 若干名 免除

アメリカ オーガスタナ大学 英語 2018.4
2018.7 秋 1年 若干名 免除

カナダ セントトーマス大学 英語 2018.4
2018.7 秋 1年 若干名 免除

オランダ ライデン・ユニバーシティ・カレッジ 英語 2018.4
2018.7 秋 1年 若干名 免除

イタリア ジョン・カボット大学 英語 2018.4
2018.7 秋 1年 若干名 免除

ノルウェー ヴォルダ・ユニバーシティ・カレッジ 英語 2018.4
2018.7 秋 1年 若干名 免除

香港 嶺南大学 英語 2018.4
2018.7 秋 1年 若干名 免除

これらは2018年3月現在の一覧で、随時追加や変更があります。
GLAP協定校の最新情報は、GLAPの公式サイト「Study	Abroad」をご参照ください。https://www.rikkyo.ac.jp/glap/abroad/
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帰国後に就職を考えている場合
 ・ 留学の目的、目標を考える。（身につけたい力、成長したい部分など）
 ・ 就職活動のスケジュールを確認する。
 ・留学前、留学中、留学後の行動（学業、課外活動、就職活動準備等）を具体的にイメ

ージし、計画を立てる。
 ・ 社会・業界を知る。仕事の多様性を知る。
 ・ 留学経験のある先輩や社会人の話を聞く。
 ・ 自分で立てた計画や目的について、キャリアセンターの「キャリア相談」などから客観

的な意見をもらう。

進学を考える場合
 ・ 大学院入試のスケジュール、必要な準備を確認する。
 ・ 指導を希望する教員を訪問するなど、情報収集をする。
 ・ 海外の大学院を志望す場合は、学位取得のための所要期間、資金計画などを確認する。
 ・ 留学の成果と進学先での研究計画の関連性を留学前に考える。

　事前の準備をしっかり行えば、留学による「就職・進学」への影響は心配無用です。留学期間、帰国時期や卒業までの
日程により、就職活動、進学準備の仕方は変わってきますので、事前の準備をしっかりと行いましょう。

キャリアセンター案内

場　　所：[池袋] 6号館1階
　　　　　[新座] 1号館1階
開室時間：9:00 〜 17:00
　　　　  （土曜日12:30）

留学と就職・進学

　年間8万人以上が海外に留学している現在、就職活動という観点でみると「留学」は特
別なことではありません。みなさんは、なぜ、留学に行きたいのでしょうか。なんとなく

「英語が話せる様になりたい」「海外が好きだから」と思っている人は、「自分は将来、ど
のようになりたいか」も考えてみましょう。就職活動では、「なぜ留学をしたのか」「留学
を通して何を学んだか」「留学で得た力を社会でどう活かしたいか」などを自分の言葉で
伝えることが求められます。

留学で身につけたい力
異文化適応力、チャレンジ精神、コミュニケーション力、

好奇心、自身の強み・弱みの自覚、決断力など

留学の目標を
明確にする

出発前に
やるべきこと

　キャリアセンターでは、進路選択に役立つプログラムやキャリア相談を通じ
て、留学を考え始める人から、留学後に就職活動を始める人まで幅広くサポー
トをしています。

留学前に参加したいキャリアセンタープログラム
　留学と就職ガイダンス、業界研究入門、社会を知る講
座、学内OB・OG訪問会等、その他多数開催！ 

プログラムの詳細確認・予約は「立教時間」から→

キャリア相談（個人相談）
　就職活動など進路に関する相談はもちろん、留学を検討
する段階からキャリア相談を利用できます。

キャリア相談の詳細・予約はこちら→

キャリアセンターを利用しよう
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　海外留学の支援を目的とする奨学金で、2017年度募集を行った主な奨学金は下表のとおりです。2018年度については
未定ですが、募集を行う場合には奨学金掲示板にて募集情報を掲載するとともに、募集要項等を配付します。なお、下表
に記載のない地方公共団体・民間育英財団等の奨学金についても、募集が行われる場合には奨学金掲示板に一覧を掲載
します。

　海外プログラムに参加する学生が病気や怪我をはじめとした海外での不測のトラブルや事故に備えられるよう、立教大
学では以下のような危機管理および支援体制を整えています。
● 包括契約に基づく大学指定の海外旅行保険への加入必須化
● 渡航前危機管理オリエンテーションの実施
● 海外渡航時の「在留届」の提出や「たびレジ」の登録必須化
● 危機事象発生時の情報配信サービス・安否確認サービス導入

　渡航先での危険を回避するために、渡航先国・地域の治安情勢、犯罪傾向、病気・医療に関する情報、風俗や習慣、
文化、法律などを理解しておくことも重要です。
安全管理の情報収集先の例
● 外務省海外安全ホームページ http://www.anzen.mofa.go.jp/ 
● 外務省・各国所在の日本大使館 HP のリンク情報 http://www.mofa.go.jp/mofaj/annai/zaigai/list/ 
● 独立行政法人国際協力機構（JICA）国別生活情報 http://www.jica.go.jp/seikatsu/
● 厚生労働省検疫所「海外旅行者のための感染症情報」 http://www.forth.go.jp 
● 感染症情報センター http://www.nih.go.jp/niid/ja/from-idsc.html 
● WHO 世界保健機構 http://www.who.int/en/

※2018年4月2日より、奨学金掲示板に募集要項等を掲載します。
※申込の受付は6月初旬の予定です。

立教大学が実施する制度
制度名称 種別 概要

立教大学グローバル奨学金 10万円〜 40万円
（給与型）

本学が実施する留学プログラムに参加する学生で経済支援を必要とする者
を対象とする制度。家計基準等を満たす者について利用可能。

立教大学校友会
成績優秀者留学支援奨学金

10万円
（給与型）

本学が実施する留学プログラムに参加する学生（学部2年次生以上）で成
績が特に優秀な者を対象とする制度。

※それぞれ募集時期が異なります。留学中の奨学金利用を希望する方は、早めに奨学金窓口で詳細を確認してください。
※この他にも大学主催の海外留学プログラムに参加する学生を対象とした日本学生支援機構による給与型奨学金の募集を行う場合があります。詳細は

海外留学プログラムの主催部局にお問い合わせください。

日本学生支援機構が実施する制度
制度名称 種別 概要

トビタテ！留学JAPAN
日本代表プログラム 給与型 大学を通じて行う留学や、私費留学、自主的な海外渡航計画まで幅広く対

象とする制度。全国の応募者の中から500名程度を採用する。

海外留学支援制度
（大学院学位取得型） 給与型 本学在籍中もしくは本学卒業後、学位取得を前提に海外の大学院へ進学

する学生を対象とする制度。日本学生支援機構による選考あり。

第二種奨学金（短期留学） 貸与型
（有利子）

学則に定める留学（大学を通じて行う留学）のうち、3か月以上1年以内の
留学に参加する学生を対象とする制度。家計基準等を満たす者について利
用可能。

第二種奨学金（海外） 貸与型
（有利子）

本学卒業後、学位取得を前提に海外の大学、大学院へ進学する学生を対
象とする制度。家計基準等を満たす者について利用可能。

海外留学支援のための奨学金

立教大学の危機管理体制

問い合わせ先
学生部学生厚生課 （池袋） 5号館１階 ☎03-3985-2441
 （新座） 7号館2階 ☎048-471-6924
奨学金掲示板 （池袋） 学生厚生課窓口前掲示板
 （新座） 4号館2階奨学金掲示板（7号館屋外連絡通路側）
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国際センター主催の海外プログラム
短期英語研修プログラム
　ビクトリア大学（カナダ）、ハワイ大学マノア校（アメリカ）、ダブリンシティ大学（アイルランド）、シドニー大学（オーストラリア）、ア
ジアパシフィック大学（マレーシア）で実施する、3 〜 4週間（夏季または春季）の短期英語研修プログラムです。現地での生活はプログ
ラムにより、キャンパス内の寮に滞在、ホームステイ、または大学指定のアパートでの共同生活となります。初めにクラス分けテストを受
け、各自の英語力に応じたクラスで他大学の学生とともに学びます。教室での授業の他に、現地の観光地などを訪ねるアクティビティな
どが予定されています。

プログラムタイプ A

短期の
海外プログラム

DEPARTURE19

派遣国・地域 カナダ アメリカ
派  遣  先 ビクトリア大学 ハワイ大学マノア校
説  明  会 2018.4 2018.4
実施期間 2018.7-8（4週間） 2018.7-8（3週間）
単　　位 正課 正課
定　　員 約30名 約25名
費用概算 約59万円 約72万円
宿  泊  先 キャンパス内の寮 ホームステイ

派遣国・地域 アイルランド オーストラリア マレーシア
派  遣  先 ダブリンシティ大学 シドニー大学 アジアパシフィック大学
説  明  会 2018.7 2018.7 2018.7
実施期間 2018.2-3（4週間） 2018.2-3（4週間） 2018.2-3（4週間）
単　　位 正課 正課 正課
定　　員 約25名 約25名 約20名
費用概算 約52万円 約76万円 約39万円
宿  泊  先 ホームステイ ホームステイ 学生アパート

全学生対象のプログラム

詳細は募集要項を必ず確認してください。
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派遣国・地域 派遣先 使用言語 説明会 実施期間 単位 定員 費用概算

中国 山西大学 中国語 2018.10 2019.2-3
（3週間） 正課外 約15名 約20万円

派遣国・地域 派遣先 使用言語 説明会 実施期間 単位 定員 費用概算

韓国 延世大学 英語 2018.4 2018.8
（約1週間） 正課外 8名 約8万円

山西大学春季言語文化研修
　本学協定校である山西大学（中国）で実施される3週間の語学研
修を通じて中国語のレベルアップをはかり、また、課外活動で中
国の歴史や文化に対する理解を深めることを目的としたプログラム
です。中国語の授業以外に名所旧跡の参観、山西大学の学生との
交流など、様々な体験をすることができます。

問い合わせ先
国際センター （池袋） マキムホール （15号館）3階 ☎03-3985-2673
 （新座） 7号館2階 ☎048-471-6792

プログラムタイプ A

延世・慶應・立教・復旦リーダーシップフォーラム
　リーダーシップフォーラムは、グローバルに活躍できるリーダー
の養成のため、日本の立教大学、慶應義塾大学、および韓国の
延世大学の3大学が協力し、2002年から始まりました。2006年
度からは中国・復旦大学が加わり、日中韓3か国の学生たちが約1
週間にわたって世界の課題について英語で議論を展開し、さまざ
まな視点からリーダーシップの在り方を学ぶとともに、日中韓の
大学生が互いを知るプログラムとなっています。主催は各大学持
ち回りで、2018年度は延世大学（韓国）がホスト校として開催さ
れます。また、2019年度は立教大学がホスト校として開催される
予定です。

プログラムタイプ Ｆ

 A ： 語学授業を受け、語学力を伸ばす。
 B ： 語学授業を受けながら、海外大学等で特定のテーマについて学ぶ。
 C ： 語学授業を受けながら、インターンシップ等に参加し実践的に学ぶ。
 D ： 海外大学で専門分野等の学びを深める。

 E ： インターンシップやサービスラーニング等、実践的に学ぶ。
 F ： 海外の歴史や文化等に触れあい、また現地の人との交流をとおして自らの

視野を広げる。
プログラム

タイプ

為替の変動等により大幅に変わる可能性があります。なお、費用概算の内訳は以下の通りです。
航空運賃、宿泊費・寮費、海外旅行保険料、授業料、査証取得に関わる費用、派遣先国や派遣先大学が指定する保険料、派遣先最寄空港から滞在先への
移動費用

費用概算に
ついて

詳細は募集要項を必ず確認してください。

詳細は募集要項を必ず確認してください。
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英語海外文化研修 プログラムタイプ A
日本での事前研修を経て、べセル大学における少人数ESL授業や様々な社会的テーマのレクチャーでの学習、日本紹介行事やボランティア活動参加を通しての地
域の人々との交流等、一人一家庭のホームステイをしながら多彩な活動をする。

派遣国・地域 派遣先 使用言語 説明会 実施期間 単位 定員 費用概算

アメリカ べセル大学セント・ポール文化交流研究所 英語 2018.4 2018.8
（3週間） 正課 50名 約50万円

グローバル・リーダーシップ・プログラム GL301（グローバル・リーダー海外実践）（8～9月実施［春学期期間外］） プログラムタイプ E
海外渡航プログラムに参加しリーダーシップの発揮を試みるという実践を通じて、自己の状態を再確認し今後の成長につなげる。参加者は指定された学外団体等
運営プログラム群から一つを選択し自ら応募・参加。該当プログラムは説明会以降提示。6月に履修登録。

派遣国・地域 派遣先 使用言語 説明会 実施期間 単位 定員 費用概算
アメリカ
アジア等

スタンフォード大学
ベトナム、タイ、シアトル他（予定） 英語他 2018.4-5 2018.8-9

（10日-2週間） 正課 ― 25-60万円程度
（派遣先による）

ドイツ語海外言語文化研修（中級・上級） プログラムタイプ A
日本での事前研修とライプツィヒ大学ヘルダー・インスティトゥートにおける3週間半の語学研修。様々な国の学生で構成されるレベル別少人数のクラスに出席す
る。授業はドイツ語話者教員がすべてドイツ語で行う。

派遣国・地域 派遣先 使用言語 説明会 実施期間 単位 定員 費用概算

ドイツ ライプツィヒ大学ヘルダー・インスティトゥート、
インター・ダフ ドイツ語 2018.4 2018.8-9

（4週間） 正課 15名 約45万円

フランス語海外言語文化研修（中級・上級） プログラムタイプ A
日本での事前研修とブルゴーニュ大学付属国際フランス学センター（CIEF）における3週間の語学研修。様々な国の学生で構成されるレベル別少人数のクラスに出
席する。授業はフランス語ネイティブ教員がフランスで作成されたテキストを用いてすべてフランス語で行われる。

派遣国・地域 派遣先 使用言語 説明会 実施期間 単位 定員 費用概算

フランス ブルゴーニュ大学付属国際フランス学センター フランス語 2018.4 2018.8
（3週間） 正課 30名 約50万円

スペイン語海外言語文化研修（中級・上級） プログラムタイプ A
日本での事前研修とアルカラ＝デ＝エナレス大学付属語学学校アルカリングアにおける「夏期スペイン語学研修」に参加する。授業でスペイン語を学ぶほか、授業
外活動を通してスペイン語の実践と文化・社会について知る。

派遣国・地域 派遣先 使用言語 説明会 実施期間 単位 定員 費用概算

スペイン アルカラ=デ=エナレス大学付属語学学校
アルカリングア スペイン語 2018.4 2018.8-9

（3週間） 正課 30名 約50万円

中国語海外言語文化研修（中級・上級） プログラムタイプ A
日本での事前研修と国立台湾師範大学国語教学中心における3週間の語学研修。様々な国の学生で構成されるレベル別少人数のクラスで学習する。授業は台湾
師範大学国語教学中心のテキストを用いてすべて中国語で行う。

派遣国・地域 派遣国・地域 使用言語 説明会 実施期間 単位 定員 費用概算

台湾 国立台湾師範大学国語教学中心 中国語 2018.4 2018.8
（3週間） 正課 25名 約25万円

中国語海外言語文化研修春（中級・上級） プログラムタイプ A
日本での事前研修と国立台湾師範大学国語教学中心における3週間の語学研修。様々な国の学生で構成されるレベル別少人数のクラスで学習する。授業は台湾
師範大学国語教学中心のテキストを用いてすべて中国語で行う。

派遣国・地域 派遣先 使用言語 説明会 実施期間 単位 定員 費用概算

台湾 国立台湾師範大学国語教学中心 中国語 2018.7 2019.2
（3週間） 正課 25名 約25万円

朝鮮語海外言語文化研修（中級・上級） プログラムタイプ A
日本での事前研修と聖公会大学アジア言語文化教育センターにおける語学研修。様々な国の学生で構成されるレベル別少人数のクラスに出席する。授業はすべ
て朝鮮語（韓国語）で行われる。その他聖公会大学の学生サークルの協力により、韓国文化に触れる機会を持つ。

派遣国・地域 派遣先 使用言語 説明会 実施期間 単位 定員 費用概算

韓国 聖公会大学アジア言語文化教育センター、韓国
語学堂 朝鮮語 2018.4 2018.8

（2週間） 正課 30名 約16万円

全学共通科目　言語系科目

グローバル教育センター　海外プログラム（全学共通科目　総合系科目）

問い合わせ先
全学共通カリキュラム事務室 （池袋） タッカーホール別棟2階 ☎03-3985-2919
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立教サービスラーニング（RSL）「RSL-グローバル（フィリピン）」 プログラムタイプ E
CUAC（世界聖公会大学連合会）と連携し、アジア各国の聖公会関係大学の学生と共にアジア・トリニティ大学が展開するSLプログラムに参加します。	地域の人
に「寄り添う」ことを中心に、社会格差の影響から現地の課題となっている「教育」や「医療」等における支援活動に取り組みます！

派遣国・地域 派遣先 使用言語 説明会 実施期間 単位 定員 費用概算

フィリピン アジア・トリニティ大学 英語他 2018.6-7 2019.2
（15日間） 正課 15名 約19万円

日韓キャンプ プログラムタイプ F
日韓の学生が労働と学びを通して友情と連帯の関係を創り上げます。事前学習、現地で聞く証言などを通して、日韓の歴史と今を学びます。立教大学と韓国聖
公会大学の大学生同士が出会い、寝食をともにしながら友情を築き、歴史を学び、未来への夢を語り合うキャンプです。

派遣国・地域 派遣先 使用言語 説明会 実施期間 単位 定員 費用概算

韓国 聖公会大学、ソウル、江華島 日本語 2018.5 2018.8
（9日間） 正課外 15名 約13万円

立教サービスラーニング（RSL）「RSL- プロジェクト・プランニング」 プログラムタイプ E
インドネシアの社会問題である教育格差と向き合います。今回はジョグジャカルタをフィールドとし、外の世界に触れることが少ない低所得者の子どもたちの可能
性を広げる活動と解決策を考え、現地参加者と共同生活を送りながら、教育ワークショップ活動に取り組みます！

派遣国・地域 派遣先 使用言語 説明会 実施期間 単位 定員 費用概算

インドネシア ジョグジャカルタ 英語他 2018.4 2018.8
（15日間） 正課 8名 約16万円

グローバル・リーダーシップ・プログラム GL301（グローバル・リーダー海外実践）（2～3月実施［秋学期期間外］） プログラムタイプ E
海外渡航プログラムに参加しリーダーシップの発揮を試みるという実践を通じて、自己の状態を再確認し今後の成長につなげる。参加者は指定された学外団体等
運営プログラム群から一つを選択し自ら応募・参加。該当プログラムは説明会以降提示。11月に履修登録。

派遣国・地域 派遣先 使用言語 説明会 実施期間 単位 定員 費用概算
アメリカ
アジア等

スタンフォード大学
ベトナム、シアトル他（予定） 英語他 2018.9-10 2019.2-3

（10日-2週間） 正課 ― 25-60万円程度
（派遣先による）

海外インターンシッププログラム（8～9月実施［春学期期間外］） プログラムタイプ E
海外での実践的な就業体験および生活の機会を得られるプログラム。企業や社会の仕組みを理解し海外で働くイメージを持ち、今後自身が磨くべきスキルを明確
にする。大学直営と専門団体運営プログラムによる多様な受入企業。受入企業により応募諸条件あり。6月に履修登録。

派遣国・地域 派遣先 使用言語 説明会 実施期間 単位 定員 費用概算

北米、欧州
オーストラリア

アジア等
現地の連携企業等 英語

中国語他 2018.4 2018.8-9
（2-4週間） 正課

各企業
若干名

(計30名程度)

30-80万円程度
（派遣先による）

海外インターンシッププログラム（2～3月実施［秋学期期間外］） プログラムタイプ E
海外での実践的な就業体験および生活の機会を得られるプログラム。企業や社会の仕組みを理解し海外で働くイメージを持ち、今後自身が磨くべきスキルを明確
にする。大学直営と専門団体運営プログラムによる多様な受入企業。受入企業により応募諸条件あり。11月に履修登録。　

派遣国・地域 派遣先 使用言語 説明会 実施期間 単位 定員 費用概算

北米、欧州
オーストラリア

アジア等
現地の連携企業等 英語

中国語他 2018.9-10 2019.2-3
（2-4週間） 正課

各企業
若干名

(計30名程度)

30-80万円程度
（派遣先による）

立教サービスラーニング（RSL）センター　海外プログラム（全学共通科目　総合系科目）

チャプレン室　海外プログラム

 A ： 語学授業を受け、語学力を伸ばす。
 B ： 語学授業を受けながら、海外大学等で特定のテーマについて学ぶ。
 C ： 語学授業を受けながら、インターンシップ等に参加し実践的に学ぶ。
 D ： 海外大学で専門分野等の学びを深める。

 E ： インターンシップやサービスラーニング等、実践的に学ぶ。
 F ： 海外の歴史や文化等に触れあい、また現地の人との交流をとおして自らの

視野を広げる。
プログラム

タイプ

問い合わせ先
グローバル教育センター （池袋） マキムホール （15号館）2階 ☎03-3985-4613

問い合わせ先
チャプレン室 （池袋） チャペル会館1階 ☎03-3985-2698

問い合わせ先
立教サービスラーニング（RSL）センター （池袋） 5号館1階 ☎03-3985-3819 （新座） 7号館2階 ☎048-471-7239

為替の変動等により大幅に変わる可能性があります。なお、費用概算の内訳は以下の通りです。
航空運賃、宿泊費・寮費、海外旅行保険料、授業料、査証取得に関わる費用、派遣先国や派遣先大学が指定する保険料、派遣先最寄空港から滞在先への
移動費用

費用概算に
ついて
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短期	|	留学体験談

社会的企業とはなにか、社会的起業家とは
どんな人だろうか。RSLを通じてインドネシ
アに行くきっかけとなったのはこれが理由で
した。しかし実際に参加してみると、想像
以上に多くの学びがありました。日本と異
なる環境で生活することで自分の語学力や
知識の無さを突き付けられました。自身を
振り返る機会になり、短いプログラムの中
で自身の殻にこもっていてはだめだと奮い立
つ契機にもなりました。
そして一番心に残っているのは「自分のやり
たいことに挑戦すること」という単純なこと
です。プログラム中にコーディネーターの方
や、偶然宿泊先が同じだけの現地のおじさ

3年の夏休みに1か月間上海に滞在し、日本
の化学薬品メーカーのインターンシップに参
加させていただきました。就業先では7つの
部署をまわらせていただき、webpage作
成や見積書を作成し日本の部署に指令を送
るなどの事務作業や、現地の方と一緒に輸
出入の現場で作業を手伝うことなど様々な
仕事を体験できました。職場では英語、中
国語、日本語でコミュニケーションをとるこ
とになり日本にはない環境でした。
私はインターンシップも海外で1か月間滞在
することも初めてで最初このプログラムに
応募することを迷いましたが、現地の社員
の方に大変お世話になり、就業体験はもち

この留学プログラムへは英語検定試験のス
コアを高めることを目的に行きましたが、そ
の目的を達成しただけでなくたくさんの出
会いとそれに伴う学びを得ることができま
した。欧米諸国ではなく東南アジアに行っ
てみたいという単純な好奇心から英語を母
国語としない国を選択してしまったわけです
が、私にとってこれ以上のない最良の選択
でした。現地の語学学校には西アジアのい
わゆる途上国から来たたくさんの生徒たち
が、大学や大学院進学のために一生懸命英
語を学んでいました。暇な長期休みにぶらり
英語でも勉強しようなどという私たち日本人
の低い意識とは比べ物にならないでしょう。

んと話している中で「ありのままの自分でい
る・自分のやりたいことをやる」ということ
を何度も耳にして、活動中や、同じく参加し
た学生たちとの対話でも強く感じました。
今回の留学は「成長できた場」というよりも
「成長のきっかけや新しい自分を発見できた
場」でした。これをきっかけにしてこれから
自分の挑戦したいことのためにステップを踏
んでいこうと思っています！

ろんですが、海外勤務されている日本人の
方に深くお話を聞けたことが私にとって将
来を考えるきっかけとなりとても良い機会と
なりました。
実際に行って見ないと分からないことばかり
だったため、思い切って挑戦してみると素晴
らしい経験ができると思います。

彼らと時間をともにし、話をしてい
く中で、これまでの自分の人生そ
してこれからの生き方を改めて考
えさせられました。他にも、ここ
には書ききれないほどの学びがま
だたくさんありますが、語学だけ
にとどまらないそんな多くの学び
を皆さんにも得てほしいなと思い
ます。

法学部　飯村 亘さん
2017年
立教サービスラーニング
「RSL-プロジェクト・プランニング」（インドネシア）

理学部　森田　麻友さん
2017年
海外インターンシッププログラム

社会学部　小玉　明依さん
2016年
アジアパシフィック大学短期英語研修
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P30-31
経営学部　海外プログラム
BBL事務局（Overseas EAP）　池袋キャンパス　マキムホール15号館7階　☎03-3985-2210
国際交流事務局（留学プログラム、海外インターン）　池袋キャンパス　マキムホール15号館6階　☎03-3985-4241

P28
法学部　海外プログラム
教務部　学部事務２課（法学部担当）
池袋キャンパス　12号館4階　☎03-3985-3365

P27
社会学部　海外プログラム
教務部　学部事務２課（社会学部担当）
池袋キャンパス　12号館4階　☎03-3985-4907

留
学
体
験
談
●
学
部
主
催
プ
ロ
グ
ラ
ム

各学部主催のプログラム
立教大学では全学生対象の海外プログラムの他に、学部が独自に教育課程の編成の中で主催する海外プログラムがありま

す。原則として実施する学部の学生に参加の機会が提供されます。派遣期間は2週間〜 1か月程度のものまでさまざまです。語学力向
上や目的とするものや専門分野の学びを深めることを目的とするものなど、さまざまなタイプのプログラムがあります。また、単位が
認定されるプログラムもあります。
プログラムごとに対象や条件などが異なりますので、詳細は必ずプログラム実施部局にて確認してください。

P25
文学部・文学研究科・キリスト教学研究科　海外プログラム
教務部　学部事務１課（文学部・文学研究科・キリスト教学研究科担当）  
池袋キャンパス　ロイドホール5階　☎03-3985-3392

P31
異文化コミュニケーション学部　海外プログラム
留学準備室
池袋キャンパス　マキムホール15号館6階　☎03-3985-4712

P32
現代心理学部　海外プログラム
現代心理学部事務室
新座キャンパス　6号館7階　☎048-471-7149

P26
経済学部　海外プログラム
教務部　学部事務２課（経済学部担当）
池袋キャンパス　12号館4階　☎03-3985-2304

P27
理学部　海外プログラム
教務部　学部事務３課
池袋キャンパス　4号館2階　☎03-3985-3383

P28
観光学部　海外プログラム
留学サポートセンター
新座キャンパス　5号館5階　☎048-471-7421

P29
コミュニティ福祉学部　海外プログラム
インターンシップ・キャリア支援室
新座キャンパス　5号館2階　☎048-471-7506
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海外フィールドスタディ ＜1. 海外EAP＞
他学部履修可※

プログラムタイプ B

春学期の事前指導の後、各自の研究テーマをもって夏季休業期間中の3週間、現地研修を受ける。現地研修ではイギリスのオックスフォード大学
ハートフォードカレッジで実施される現地英語教育機関運営のサマープログラムに参加し、帰国後の事後指導では英語で成果を発表する。

派遣国・地域 派遣先 使用言語 説明会 実施期間 単位 定員 費用概算

イギリス オックスフォード大学ハートフォードカレッジ 英語 2018.4 2018.8
（3週間） 正課 30名 約73万円

海外フィールドスタディ ＜2. 海外ASD＞
他学部履修可※

プログラムタイプ B

春学期の事前指導で現地情報や実践的ドイツ語について学び、各自の研究テーマをもって夏季休業期間中の４週間、現地研修を受ける。現地研
修はドイツのテュービンゲン大学で実施されるサマープログラムに参加し、帰国後は成果を事後指導で口頭発表し、レポートを提出する。

派遣国・地域 派遣先 使用言語 説明会 実施期間 単位 定員 費用概算

ドイツ テュービンゲン大学 ドイツ語 2018.4 2018.8-9
（4週間） 正課 15名 約37万円

海外フィールドスタディ ＜3. 海外SLV＞
他学部履修可※

プログラムタイプ B

春学期の事前指導で語学指導や文化論講義、渡航前オリエンテーションを行い夏季休業期間中の3週間、現地研修を受ける。現地研修はフランス・
ヴィシー市のカヴィラム校で語学集中講座並びに様々な文化プログラムを受講する。帰国後は成果を口頭発表しレポートを提出する。

派遣国・地域 派遣先 使用言語 説明会 実施期間 単位 定員 費用概算

フランス カヴィラム校 フランス語 2018.4 2018.8-9
（3週間） 正課 17名 約52万円

ケンブリッジ・サマープログラム
他学部履修可※

プログラムタイプ D

春学期の事前指導で現地研修に向けた素地を築く。現地研修は英国ケンブリッジ大学エマニュエル・カレッジで同大学専任スタッフが行い、同大
で日本学を専攻する現役学生とともにケンブリッジ方式の指導を受け共同執筆論文を提出する。帰国後は成果発表及びレポートを提出。

派遣国・地域 派遣先 使用言語 説明会 実施期間 単位 定員 費用概算

イギリス ケンブリッジ大学エマニュエルカレッジ 英語 2018.4 2018.9
（2週間） 正課 20名 約50万円

フィールドワーク演習2 （キリスト教学研究科の学生対象） プログラムタイプ F

カンボジアの歴史と社会背景について理解を深め、課題をもって夏季休業期間中の10日間、カンボジアを現地訪問。現地では村人やNGO、教会
関係者らとの対話、ホームステイ等を通して、人々との取り組みや生き方から学ぶ。帰国後は各自の成果をまとめ、共有・発表する。

派遣国・地域 派遣先 使用言語 説明会 実施期間 単位 定員 費用概算

カンボジア プノンペンと近郊、他 主に英語 2018.4 2018.9
（10日間） 正課 人数制限なし

（1名から催行） 約21万円

タンデム方式による日独異文化交流講座（ドイツ文学専修の学生対象） プログラムタイプ A

3月の2週間程度、ドイツのボーフム・ルール大学外国語教育研究所に派遣する。タンデム方式（母語を異にする者同士が相互に母語を教えて学ぶ
外国語学習法）を用いて、日独両言語の教授法に通じた教員による指導のもと、教室内や学外で実践的にドイツ語運用能力を高める。

派遣国・地域 派遣先 使用言語 説明会 実施期間 単位 定員 費用概算

ドイツ ルール大学 ドイツ語 2018.10 2019.2または3
（2週間） 正課外 8名 約30万円

※文学部学生優先で人数に余裕がある場合のみ可

文学部・文学研究科・キリスト教学研究科 海外プログラム
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経済学部 海外プログラム

Short-term Study Abroad Program in Economics （CAN)　
他学部履修可

プログラムタイプ B

春学期中の事前研修後、夏季休業期間中の現地研修（約3週間）では、午前は語学研修、午後は経済事情や経営スキルに関する講義の受講や事業
所見学及びプレゼンテーション演習を実施（全て英語を使用）。他に現地学生との交流、地域行事への参加やエクスカーションを行う。

派遣国・地域 派遣先 使用言語 説明会 実施期間 単位 定員 費用概算

カナダ アルバータ大学 英語 2018.3 2018.8
（3週間） 正課 30名 60万円台

見込

Short-term Study Abroad Program in Economics （USA) 
他学部履修可

プログラムタイプ D

春学期中の事前研修では、英語による動画教材を用いて、自宅学習と教室での講義を組み合わせた反転授業を受講する。夏季休業中に実施され
る現地研修（約4週間）では、英語による経済学の講義を受講し、多様なエクスカーションや交流行事及び文化体験に参加する。

派遣国・地域 派遣先 使用言語 説明会 実施期間 単位 定員 費用概算

アメリカ ノースアラバマ大学 英語 2018.3 2018.8-9
（4週間） 正課 30名 約70万円

Short-term Study Abroad Program in Economics （UK)
他学部履修可

プログラムタイプ D

春学期中の事前研修では、英語による動画教材を用いて、自宅学習と教室での講義を組み合わせた反転授業を受講する。夏季休業中に実施され
る現地研修（約4週間）では、英語による経済学の講義を受講し、日系企業の現地事業所見学や様々なエクスカーションに参加する。

派遣国・地域 派遣先 使用言語 説明会 実施期間 単位 定員 費用概算

イギリス クイーンズ大学ベルファスト 英語 2018.3 2018.8-9
（4週間） 正課 30名 70万円台

見込

Short-term Study Abroad Program in Economics （AUS)
他学部履修可

プログラムタイプ B

秋学期中の事前研修（反転授業含む）後、春季休業中に実施される現地研修（約3週間）では、語学研修及びリサーチプログラム（日豪の経済理解
やリサーチプロジェクトの英語口頭発表等）を受講する。さらにホームステイや事業所見学、現地立教会との交流を経験する。

派遣国・地域 派遣先 使用言語 説明会 実施期間 単位 定員 費用概算

オーストラリア シドニー大学 英語 2018.6 2019.2-3
（3週間） 正課 30名 約71万円

Short-term Study Abroad Program in Economics （PHL）
他学部履修可

プログラムタイプ C

秋学期中の事前研修後、春季休業中に実施される現地研修（約4週間）では、前半に集中語学研修を受講し、後半は現地家庭でホームステイをし
ながらインターンシップを行う。さらにボランティア及び企業訪問、エクスカーションに参加する。

派遣国・地域 派遣先 使用言語 説明会 実施期間 単位 定員 費用概算

フィリピン フィリピン・ターラック近郊の語学学校 英語 2018.6 2019.2-3
（4週間） 正課 40名 約36万円

 A ： 語学授業を受け、語学力を伸ばす。
 B ： 語学授業を受けながら、海外大学等で特定のテーマについて学ぶ。
 C ： 語学授業を受けながら、インターンシップ等に参加し実践的に学ぶ。
 D ： 海外大学で専門分野等の学びを深める。

 E ： インターンシップやサービスラーニング等、実践的に学ぶ。
 F ： 海外の歴史や文化等に触れあい、また現地の人との交流をとおして自らの

視野を広げる。
プログラム

タイプ

為替の変動等により大幅に変わる可能性があります。なお、費用概算の内訳は以下の通りです。
航空運賃、宿泊費・寮費、海外旅行保険料、授業料、査証取得に関わる費用、派遣先国や派遣先大学が指定する保険料、派遣先最寄空港から滞在先への
移動費用

費用概算に
ついて
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理学部 海外プログラム

グローバル人材・企業体感プログラム（短期海外留学プログラム１） プログラムタイプ C

カリフォルニア州シリコンバレーを訪問し、世界最先端の「働き方」や「生き方」を見るプログラムです。世界的に有名なスタンフォード大学やIT企
業の訪問、日米学生やアメリカで働く日本人とのフォーラムを通して、自身のキャリアデザインについて考えます。

派遣国・地域 派遣先 使用言語 説明会 実施期間 単位 定員 費用概算

アメリカ シリコンバレー　Plug and Play等 英語 2018.4 2018.8-9
（1週間） 正課 10名 約43万円

UCリバーサイド校Conversation and American Culture （短期海外留学プログラム2） プログラムタイプ A

英語力に応じたクラスで、世界各国の留学生と一緒に学ぶプログラムです。午前中はグループワークを通して英会話力の向上を、午後は様々なワー
クショップを通してアメリカ文化を学びます。またホームステイを通してアメリカの生活も体験できるプログラムです。

派遣国・地域 派遣先 使用言語 説明会 実施期間 単位 定員 費用概算

アメリカ カリフォルニア大学リバーサイド校 英語 2018.4 2018.8
（3週間） 正課 10名 約56万円

UCアーバイン校English for Science and Technology （短期海外留学プログラム3） プログラムタイプ B

ヒアリングと会話に重点を置いた少人数クラスで総合的な英語力の向上を目指すプログラムです。また選択科目として、理工学に関する英単語や
ディスカッションを学ぶコースや、アメリカ文化に関する造詣を深めるコースが用意されています。

派遣国・地域 派遣先 使用言語 説明会 実施期間 単位 定員 費用概算

アメリカ カリフォルニア大学アーバイン校 英語 2018.4 2018.7-8
（4週間） 正課 10名 約71万円

UCアーバイン校Business English （短期海外留学プログラム4） プログラムタイプ A

プレゼンテーションスキルや交渉スタイルなどのビジネスコミュニケーションや、マーケティングなどに使われるビジネス英語を学びます。加えて
ケーススタディーやゲストスピーカーによる講習、会社見学を通して、総合的なビジネススキルを学ぶことができるプログラムです。

派遣国・地域 派遣先 使用言語 説明会 実施期間 単位 定員 費用概算

アメリカ カリフォルニア大学アーバイン校 英語 2018.4 2018.7-8
（4週間） 正課 10名 約71万円

社会学部 海外プログラム

グローバル・スタディー・プログラム（シドニー・2019年度派遣）
他学部履修可

プログラムタイプ B

オーストラリア・シドニーに4週間滞在し、ニューサウスウェールズ大学付属語学学校での英語研修やリサーチ、企業訪問などを通じて、国際的な
視野を広げると同時に、国際舞台で必要な語学力、コミュニケーション・スキル、アカデミック・スキルを身につけます。

派遣国・地域 派遣先 使用言語 説明会 実施期間 単位 定員 費用概算

オーストラリア ニューサウスウェールズ大学 英語 2018.12
2019.3

2019.8
（4週間） 正課 25名 70万円台

※2018年度募集はすでに終了しています。



28DEPARTURE

短
期
留
学

学
部
主
催
●
実
施
学
部
紹
介
／
理
学
部
・
社
会
学
部
・
法
学
部
・
観
光
学
部

法学部 海外プログラム

法学部合同講義 (オックスフォード・サマープログラム）
他学部履修可

プログラムタイプ D

名門オックスフォード大学で法学と西洋古典を学びます。前半はオックスフォード大学で講義を受け、後半は裁判所や法律事務所を見学し、個別
研究の成果を口頭で報告します。(東京大学と青山学院大学と合同で実施、オックスフォード大学の正規プログラムではありません)

派遣国・地域 派遣先 使用言語 説明会 実施期間 単位 定員 費用概算

イギリス オックスフォード大学 英語 2017.12
2018.4

2018.8-9
（4週間） 正課 10名 70-80万円

早期体験プログラム プログラムタイプ F

このプログラムは主に海外で1週間程度のフィールドワークを行うことにより、観光現象の現場を直接体験するとともに、観光を通して様々な文化
やグローバル化する国際社会の実状について学びます。全コースとも観光学部の教員が事前学習、現地引率、事後指導を担当します。

派遣国・地域 使用言語 説明会 実施期間 単位 定員 費用概算

アジア・ヨーロッパ等コースにより異なる 英語他 2018.4 2018.8-11
（期間中1週間程度） 正課 各コース

12名 10-25万円

言語と文化現地研修（2019年度派遣） プログラムタイプ F

協定校に約2週間滞在する短期研修プログラムで、その国の言語、文化、歴史、観光の現状について学び、日本とは異なるキャンパスライフを体
験します。現地の学生と交流しながらフィールド調査も行います。協定校から学生が来日した際は、バディとして活躍します。

派遣国・地域 派遣先 使用言語 説明会 実施期間 単位 定員 費用概算

アメリカ ハワイ大学マノア校 英語 2019.3 2019.8-9
（2週間） 正課 10名 約35万円

中国 中山大学旅遊学院 中国語 2019.3 2019.8-9
（2週間） 正課 6名 約15万円

インドネシア インドネシア大学 インドネシア語 2019.3 2019.8-9
（2週間） 正課 6名 約20万円

マレーシア マラヤ大学 マレー語 ― 2019年度は
実施なし 正課 6名 約15万円

ベトナム ベトナム国家大学ハノイ・社会科学人文科学大学 ベトナム語 2019.3 2019.8-9
（2週間） 正課 6名 約15万円

タイ タマサート大学 タイ語 2019.3 2019.8-9
（2週間） 正課 10名 約15万円

 A ： 語学授業を受け、語学力を伸ばす。
 B ： 語学授業を受けながら、海外大学等で特定のテーマについて学ぶ。
 C ： 語学授業を受けながら、インターンシップ等に参加し実践的に学ぶ。
 D ： 海外大学で専門分野等の学びを深める。

 E ： インターンシップやサービスラーニング等、実践的に学ぶ。
 F ： 海外の歴史や文化等に触れあい、また現地の人との交流をとおして自らの

視野を広げる。
プログラム

タイプ

観光学部 海外プログラム

※説明会ならびに履修者選抜は開講前年度末に実施します。（2018年度募集はすでに終了しています。）
※インドネシア語とマレー語は隔年実施。

為替の変動等により大幅に変わる可能性があります。なお、費用概算の内訳は以下の通りです。
航空運賃、宿泊費・寮費、海外旅行保険料、授業料、査証取得に関わる費用、派遣先国や派遣先大学が指定する保険料、派遣先最寄空港から滞在先への
移動費用

費用概算に
ついて
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 A ： 語学授業を受け、語学力を伸ばす。
 B ： 語学授業を受けながら、海外大学等で特定のテーマについて学ぶ。
 C ： 語学授業を受けながら、インターンシップ等に参加し実践的に学ぶ。
 D ： 海外大学で専門分野等の学びを深める。

 E ： インターンシップやサービスラーニング等、実践的に学ぶ。
 F ： 海外の歴史や文化等に触れあい、また現地の人との交流をとおして自らの

視野を広げる。
プログラム

タイプ

インターンシップ海外系イースト・ロンドン（2019年度派遣） プログラムタイプ C

コミュニティ福祉の原点となった東ロンドンの地で英国社会的企業におけるコミュニティ開発の在り方や移民女性のエンパワーメント・プロセスに
ついて学び、英語力を含めた国際的なコミュニケーション能力を養います。

派遣国・地域 派遣先 使用言語 説明会 実施期間 単位 定員 費用概算

イギリス account3 英語 2018.11 2019.8-9
（3週間） 正課 10名 約40万円

インターンシップ海外系ベトナム（2019年度派遣） プログラムタイプ E

ベトナムにおける官民による日本の国際協力を、首都ハノイと古都フエで学びます。地元のニーズに即した国際協力のあり方、官と民による支援の
違い、海外での日本人の働き方など、種々の知見を得ることができます。また、日本では関係機関・組織で事前・事後学習をします。	

派遣国・地域 派遣先 使用言語 説明会 実施期間 単位 定員 費用概算

ベトナム BAJ 英語
日本語 2018.11 2019.8-9

（2週間） 正課 4名 約25万円

異文化スタディ プログラムタイプ F

語学学校において英会話、TOEIC対策講座を受講することにより、総合的な英語力向上をはかります。またホームステイおよび社会問題について
のスタディーツアーを通して、高い幸福度を実現していると報告されているフィジー社会の課題と可能性について多角的に学びます。

派遣国・地域 派遣先 使用言語 説明会 実施期間 単位 定員 費用概算

フィジー Free Bird Institute 英語 2018.4 2018.8
（2週間） 正課 10名 約35万円

コミュニティ福祉学部 海外プログラム

インターンシップ海外系フロリダ（2019年度派遣） プログラムタイプ E

ディスニーの企業理念、リーダーシップ、チームワーク、グローバル・シチズンシップ、障がい者福祉、健康・フィットネス等を学び、Valencia	
Collegeで日米の福祉の違いについてのレクチャー受講、さらに福祉施設にてインターンシップを行うプログラムです。

派遣国・地域 派遣先 使用言語 説明会 実施期間 単位 定員 費用概算

アメリカ WALT DISNEY WORLD RESORT/Valencia 
College 英語 2018.11 2019.8-9

（2週間） 正課 15名 約55万円

為替の変動等により大幅に変わる可能性があります。なお、費用概算の内訳は以下の通りです。
航空運賃、宿泊費・寮費、海外旅行保険料、授業料、査証取得に関わる費用、派遣先国や派遣先大学が指定する保険料、派遣先最寄空港から滞在先への
移動費用

費用概算に
ついて

※2018年度募集はすでに終了しています。

※2018年度募集はすでに終了しています。

※2018年度募集はすでに終了しています。
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短
期
留
学

学
部
主
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●
実
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学
部
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コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
福
祉
学
部
・
経
営
学
部

Short-term Study Abroad Program 1（フィリピン）
他学部履修可

プログラムタイプ F

フィリピン大学にてフィリピン文化・歴史等の講義を受講し、現地学生とのワークショップを行う。マニラ市内の企業訪問、周辺施設を見学し、
経済成長が著しいアジアを体感することで将来のキャリアを考える。渡航前研修（5～ 8月）・事後研修（9・10月）の受講必須。

派遣国・地域 派遣先 使用言語 説明会 実施期間 単位 定員 費用概算

フィリピン他 フィリピン大学　他 英語 2018.4 2018.8-9
（9日間） 正課 20名 20-22万円

Overseas EAP（夏季） プログラムタイプ B

国際経営学科1年次生全員を対象に、4つの海外協定大学に分かれて3週間留学するプログラム。現地企業のビジネス課題についてリサーチをし、
英語でプレゼンテーションするというプロジェクトに取り組む。事前研修（4～7月）・事後研修（9月）の受講必須。

派遣国・地域 派遣先 使用言語 説明会 実施期間 単位 定員 費用概算

アメリカ
カナダ

オーストラリア

カリフォルニア大学デービス校、ウォータール
ー大学レニソン校、ブリティッシュコロンビア
大学、クイーンズランド工科大学

英語 ― 2018.8
（3週間） 正課

グループ
ごとに

35名程度
55-60万円

Overseas EAP（冬季） プログラムタイプ B

経営学科1年次生の希望者を対象に、2つの海外協定大学に分かれて3週間留学するプログラム。現地企業のビジネス課題についてリサーチをし、
英語でプレゼンテーションするというプロジェクトに取り組む。事前研修（9月～1月）・事後研修（4月）の受講必須。

派遣国・地域 派遣先 使用言語 説明会 実施期間 単位 定員 費用概算

アメリカ
カナダ

ビクトリア大学、カリフォルニア大学デービス
校（予定） 英語 2018.5 2019.2

（3週間） 正課
グループ
ごとに

35名程度
55-60万円

経営学部 海外プログラム

ビクトリア大学サマープログラム プログラムタイプ B

世界各国から学生が集まるビクトリア大学（カナダ）のビジネススクールで、経営学を集中的に学ぶサマープログラム。3週間でビジネスマネジメン
ト、アントレプレナーシップなどの専門科目を履修する他、シティツアーやスポーツアクティビティなどに参加することができる。

派遣国・地域 派遣先 使用言語 説明会 実施期間 単位 定員 費用概算

カナダ ビクトリア大学 英語 2018.4 2018.8
（3週間） 正課 10名 約72万円

Short-term Study Abroad Program 1（アメリカ）
他学部履修可

プログラムタイプ B

昭和ボストン大学が主催する夏季集中講座。他大学生と共に英語、専門分野別にフィールドワークや講義を体験し将来のキャリアを考える。専門
分野はビジネス・アメリカ文化・ホスピタリティー等の中から選択する。渡航前研修（5～ 8月）・事後研修（9・10月）の受講必須。

派遣国・地域 派遣先 使用言語 説明会 実施期間 単位 定員 費用概算

アメリカ 昭和ボストン大学 英語 2018.4 2018.8-9
（4週間） 正課 10名 約68万円

Short-term Study Abroad Program 2 プログラムタイプ F

東南アジア1カ国（マレーシア等）を訪問し経済成長著しいアジアを体感する。訪問国大学で文化・歴史等講義の受講、現地学生とワークショップ
を行う。企業・NGO訪問を通し訪問国の現状に即したテーマを探求する。渡航前研修（10 ～3月）・事後研修（2・3月）の受講必須。

派遣国・地域 派遣先 使用言語 説明会 実施期間 単位 定員 費用概算

マレーシア
タイ他 HELP大学　他 英語 2018.4、7 2019.2-3

（9日間） 正課 35名 22-26万円
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海外フィールドスタディA（タイ） プログラムタイプ F

海外のフィールドにおいて、異なる生活や文化、その国が抱える社会問題などを、体験を通じて学ぶ。また、その国の人々との交流、対話、協働
を通し、異文化社会における自己のコミュニケーション能力の涵養をはかる。

派遣国・地域 派遣先 使用言語 説明会 実施期間 単位 定員 費用概算

タイ チェンマイ 英語他 2018.4 2018.9
（10日間） 正課 10名 約14万円

海外フィールドスタディ B（スリランカ） プログラムタイプ F

海外のフィールドにおいて、自らの専門性を土台にしながら社会の諸問題に実践的に取り組み、ある課題の解決／改善に取り組むプロセスを学ぶ、
海外フィールドスタディAを発展させた体験型の科目である。

派遣国・地域 派遣先 使用言語 説明会 実施期間 単位 定員 費用概算

スリランカ ジャフナ 英語他 2018.4 2018.8
（10日間） 正課 10名 約14万円

海外インターシップCIC［日本語教育インターシップ］ プログラムタイプ E

海外の大学をフィールドにした日本語教育実習を行い、海外の日本語教育の現場への理解を深める。また、教案、教材作成を行ったうえで、実際
に授業を行い、振り返りを行うことで、実践的教授スキルを身につける。

派遣国・地域 派遣先 使用言語 説明会 実施期間 単位 定員 費用概算

台湾 天主教輔仁大学 日本語 2018.4 2018.8
（2週間） 正課 6名 約14万円

中国 清華大学 日本語 2018.4 冬季休業期間
（2週間） 正課 5名 約14万円

モンゴル モンゴル文化教育大学 日本語 2018.4 2018.9
（2週間） 正課 6名 約14万円

 A ： 語学授業を受け、語学力を伸ばす。
 B ： 語学授業を受けながら、海外大学等で特定のテーマについて学ぶ。
 C ： 語学授業を受けながら、インターンシップ等に参加し実践的に学ぶ。
 D ： 海外大学で専門分野等の学びを深める。

 E ： インターンシップやサービスラーニング等、実践的に学ぶ。
 F ： 海外の歴史や文化等に触れあい、また現地の人との交流をとおして自らの

視野を広げる。
プログラム

タイプ

異文化コミュニケーション学部 海外プログラム

Global Internship 海外公認プログラム　秋学期 プログラムタイプ E

春季休業期間中に東南アジア等の日系・外資系企業にて6週間のインターンを行う。グローバルに活躍する経営者・従業員と共に働き、職場の課
題に取り組むことで自身の課題を明確化し、社会人基礎力の向上を目指す。事前研修（11～1月）・事後研修（3・4月）の受講必須。

派遣国・地域 派遣先 使用言語 説明会 実施期間 単位 定員 費用概算

フィリピン、ラオス
カンボジア

オーストラリア
カナダ、欧州他

現地の日系企業、現地企業、
国際協力プログラムNGOなど 英語 2018.4、7 2019.2-3

（6週間） 正課 20名 47万円

Global Internship 海外公認プログラム　春学期 プログラムタイプ E

夏季休業期間中に東南アジア等の日系・外資系企業にて6週間のインターンを行う。グローバルに活躍する経営者・従業員と共に働き、職場の課
題に取り組むことで自身の課題を明確化し、社会人基礎力の向上を目指す。事前研修（5～ 8月）・事後研修（9・10月）の受講必須。

派遣国・地域 派遣先 使用言語 説明会 実施期間 単位 定員 費用概算

フィリピン、ラオス
カンボジア

オーストラリア
カナダ、欧州他

現地の日系企業、現地企業、
国際協力プログラムNGOなど 英語 2018.4 2018.8-9

（6週間） 正課 20名 47万円

為替の変動等により大幅に変わる可能性があります。なお、費用概算の内訳は以下の通りです。
航空運賃、宿泊費・寮費、海外旅行保険料、授業料、査証取得に関わる費用、派遣先国や派遣先大学が指定する保険料、派遣先最寄空港から滞在先への
移動費用

費用概算に
ついて
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短
期
留
学短期海外留学プログラム　カリフォルニア大学リバーサイド校　エクステンション プログラムタイプ A

カリフォルニア大学リバーサイド校にて開催される英語研修Conversation	and	American	Culture	Programに参加します。各自の英語能力に
応じたクラスで世界各国からの留学生とともに学びます。参加者はホームステイを通してアメリカの生活を体験し、国際的な感覚と生きた英語を身
に付けることができます。

派遣国・地域 派遣先 使用言語 説明会 実施期間 単位 定員 費用概算

アメリカ カリフォルニア大学リバーサイド校 英語 2018.11
2019.1

2018.8
（3週間） 正課 30名 約60万円

都市の記憶と表象文化 プログラムタイプ F

ニューヨークに短期滞在し、劇場や美術館を巡ることを通じて、都市と文化がいかに相互に触発・形成しあい、その記憶がどのように蓄積されて
いっているのかを体感的に学びます。事前授業を踏まえ、知識と経験の両面からアプローチを行います。

派遣国・地域 派遣先 使用言語 説明会 実施期間 単位 定員 費用概算

アメリカ ニューヨーク市立大学、ニューヨーク大学、
ニューヨークブロードウエイ

英語
日本語

2018.11
2019.1

2018.9
（10日間） 正課 15名 約45万円

学
部
主
催
●
実
施
学
部
紹
介
／
経
営
学
部
・
異
文
化
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
学
部
・
現
代
心
理
学
部
●
グ
ロ
ー
バ
ル
ラ
ウ
ン
ジ
で
の
国
際
交
流

現代心理学部 海外プログラム

　学内における国際交流及び海外留
学支援の場として、両キャンパスに「グ
ローバルラウンジ」を設置していま
す。グローバルラウンジでは、外国人
留学生との会話を通じてコミュニケー
ション力や語学力を伸ばせるワールド
カフェ、外国人留学生の出身国・文化
を紹介するカントリーフェスタ、留学経
験者が報告を行うワークショップ、在
日公館や留学関連団体の担当者を招
いての説明会など、各種イベントを開
催しています。また、グローバルラウ
ンジに留学相談コーナーを常設し、専
属のコーディネーターが、将来留学を
希望する学生に対して留学先に関する
アドバイスや留学プランのサポートを
行います。留学について漠然と興味が
あるといった場合でも結構ですので、
留学相談コーナーを是非ご利用くださ
い。グローバルラウンジでは、学生の
「国際交流」、「海外留学」をサポート
し、学生の多様なニーズに対応できる
ようイベントを企画・開催しています
ので、積極的にグローバルラウンジを
ご活用ください。

カントリーフェスタ

Twitter　 @Rikkyo_kokusai
 Facebook　 立教大学国際センター
その他、立教大学国際センターのHP、Rikkyo	
V-Campus	SPIRITのHP（お知らせ）、国際セン
ター掲示板のポスターなどで確認ができます。

池袋キャンパス
マキムホール（15号館）M2階
新座キャンパス
8号館1階

国際交流イベント（日本文化体験）

留学相談コーナーオーストラリア大使館担当者による説明会

イベント情報 グローバルラウンジは、池袋・新座
両キャンパスに設置されています

グローバルラウンジでの国際交流
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Q3 応募するにはどのくらいの
語学力が必要ですか？ 

　例えば、英語圏の大学間協定校への留学の場
合、留学先大学が指定するTOEFL・IELTSのスコ
アを満たしていることが必要ですので、早めに対
策を取ることをおすすめします。ドイツ語・フラ
ンス語・スペイン語・中国語・朝鮮語も応募に
必要な語学力が定められています。また協定校
によっては入学申し込み時に所定の語学要件を
課している場合もあります。その他、各学部等
で実施しているプログラムも語学要件を定めてい
るものがありますので、それぞれ募集要項等で
確認してください。

海外留学 Ｑ＆Ａ

Q1 どのように留学先やプログラムを

選べばよいですか？

　立教大学では様々な海外プログラムを実施し

ています。①目的②留学先期間・制度③語学力

④経済面（資金計画）⑤留学後の進路・目標な

どについてよく考えて、自分に合うプログラムを

探してください。きちんとした目的を持ち、しっ

かりと学習計画を立てることが留学を成功させ

る重要なポイントです。様々な角度から考えて、

参加プログラムを決定してください。

Q2
大学の制度を使って
留学したい場合、相談はどこにしたらよいのでしょうか？

　それぞれのプログラムを実施している部署で相談を受付しています。また、年間を通じて、相談会・説明会を開催していますので、このようなイベントに参加することも一つの方法です。相談する時には、どのような海外プログラムに関心があるか、希望する留学先（国）・期間などが分かっていると、より具体的なアドバイスを受けることができます。

Q5 長期留学する場合
どのような費用がかかりますか？

　留学のタイプ・行先等によって異なるので一概
には言えませんが、航空運賃、宿泊費 （寮やア
パートなど）、食費 、保険料、教材費、雑費（個
人差があります）等が必要になります。認定校留
学や授業料非免除のプログラム、私費留学の場
合は、留学先大学の授業料も自己負担となるた
め、さらに費用がかかります。

Q4 TOEFLとIELTSの違いは
何ですか？

　TOEFLとは、Test of English as a Foreign language
の略で、アメリカの大学をはじめとする高等教育機関が
英語を母語としない者のアカデミックな英語能力を測る
ための試 験制度です。米国ETS（Educational Testing 
Services）が実施しています。日本で現在インターネット
版テストのiBTが実施されており、テストセンターで1人1台
コンピュータが割り当てられ、コンピュータ上で受験する形
式です。
　IELTSとは、International English Language Testing 
Systemの略で、海外留学や研修のために英語力を証明す
る必要のある方、およびイギリス、オーストラリア、カナダ
などへの海外移住申請に適するテストです。TOEFLと異な
りコンピュータ上ではなく、筆記試験・面接により受験する
形式です。

Q6
半期もしくは１年間留学する場合、
立教大学の学費の扱いは
どうなりますか？ 

　大学の制度で留学する場合、立教大学に納入する学費は、留学中の学籍を「在学留学」にするか「休学留学」にするかで異なります。「在学留学」では留学中は常に在学の状態を維持するため本学学費は通常通りにかかります。「休学留学」では休学となる学期の学費が減免されます。「休学留学」を選択した場合に休学となる学期は各協定校によって定められており、1学期あたり発生する学費は在籍料の60,000円です。
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Q8 留学中はどのようなところに住むのでしょうか？

　主な滞在先として大学内外の寮、アパートが挙げられます。短期語学研修ではホームステイの場合もあります。

Q9 1年もしくは半年間留学しても
4年間で卒業できますか？

　大学間協定校、学部間協定校、認定校留学等
長期の留学制度を利用して留学する場合は、そ
の間の学籍を「在学留学」と「休学留学」から選
択します。「在学留学」を選んだ場合、留学中も
日本にいる時と同じように在学学期数は進行し
ますので、卒業に必要な単位・要件を満たせば4
年間で卒業することが可能です。「休学留学」を
選んだ場合、派遣留学に出発する年度が「休学」
となるため4年間で卒業することができません。
一方で就職活動など留学以外のことに取り組む
ための十分な時間を確保することができる等の
メリットはあります。

Q10 取得してきた単位は
卒業単位として認められますか？

　「在学留学」を選択して長期留学した場合、派
遣先大学で取得した単位を帰国後に単位認定申
請することができます。ただし認定される単位
数は派遣先大学において修得した単位数と一致
するものではありません。単位認定は各学部の
決まりに基づいて決定されます。詳細については
募集要項等で確認してください。また、私費留
学の場合は、単位認定の対象とはなりません。

Q11 留学すると就職活動は
有利になりますか？

　留学する学生が増え、「留学イコール就職に有

利」という図式は、必ずしも当てはまりません。

「語学を活かした仕事」を目指し仕事を限定して

考えてしまうと、職種や企業が限られてしまい、

むしろ不利に働いてしまう可能性があります。そ

れよりも「留学によって自分が何を得たか、どん

な経験をして何を感じたか」「留学で得た力を社

会でどう生かすのか」などを自分の力でどれだけ

きちんと伝えられるかが重要です。

Q12
留学時期と就職活動時期が重なってしまう場合、就職活動はどのように進めればよいですか？

　関心のある業界・企業が決まっている場合は、早めに情報収集を行い、スケジュールを確認しておきましょう。希望する職種によっては就職活動の時期に影響がある場合がありますが、留学中にオンライン上でのプレエントリーや説明会の予約を行うことが可能な場合もありますので、キャリアセンターに相談するなどして、しっかり情報収集をしておくことをおすすめします。

Q7 留学中は海外旅行保険に
加入する必要はありますか？

　大学間・学部間協定校留学、認定校留学等、

大学で実施するプログラム（一部を除く）に参

加する場合は包括契約に基づく大学指定の海外

旅行保険への加入が必須です。保険料について

は、包括契約により割引が適用されています。

また、留学先大学の学生健康保険や滞在国の国

民健康保険への加入が義務付けられている場合

でも、立教大学指定の海外旅行保険には加入必

須です。
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