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新型コロナウィルスの影響を受け

１．２０２０年度のアメリカ長期留学プログ
ラム（ケント州立大学、セントクラウンド州
立大学）を含めて、渡航を伴う長期留学は全
て中止となりました。

２．今後もCOVID19の影響により海外プロ
グラムへの参加が困難になる可能性がありま
す。「留学計画」、「学生生活の計画」を柔
軟に立てておきましょう。



海外プログラムの冊子
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大学間派遣留学制度について立教大学の全海外プログラム

説明の前に・・・

https://spirit.rikkyo.ac.jp/international/SitePages/index.aspx

https://spirit.rikkyo.ac.jp/international/SitePages/index.aspx
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説明の前に・・・

Spirit→国際交流→
中・長期の海外プログラム
→学費非免除留学プログラム

• 本日の説明会スライド資料
• 募集要項
• 申込書
• 留学報告書
• 体験談の動画

ぜひ見て
ください

ONLINE公
開中



• 出願方法：オンラインで提出（※昨年は紙媒体の願書）

• ①Google formで申込登録

• ②Blackboard に願書・小論文・成績表・英語スコア証
明書のPDFをUpload

• 出願は必ず両方行うこと

【注意】2021年度からの
大きな変更点

詳細はSpiritでご確認ください
場所：SPIRIT→国際交流→海外への留学→中・長期の海外
プログラム→学費非免除留学プログラム



一． 留学プログラムの概要説明

二． 出願方法

三． FAQ(よくある質問)

説明会の流れ
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留学プログラムの概要説明

2021年8月出発

アメリカの大学で半年間/１年間留学

ケント州立大学もしくは

セントクラウンド州立大学から選択

TOEIC400点/英検２級から出願可能

募集人数は15名～20名程度



２種類のコースから選択可能

正規課程（専門科目）コース

ケント（以下を除く）

• Mechanical/Electrical Engineering 

• Architecture/Interior Design (unless all prerequisites have been completed)

• Managerial Marketing

セントクラウド

英語学習コース

ケント：ESL、セントクラウド：IEC

※1年間留学する場合、コースの組み合わせも可能

留学の前半は「英語学習コース」、後半は「正規課程」

留学プログラムの概要説明

https://keys.kent.edu:44220/ePROD/bwckctlg.p_disp_dyn_ctlg
https://www.stcloudstate.edu/internationalstudents/exchange-programs/academic-info.aspx
https://www.kent.edu/cas/esl-center/courses
https://www.stcloudstate.edu/iec/program/default.aspx


オハイオ州ケント

 1910年設立

学生数：37,000人（留学生
1,500人）

1,000エーカー以上の広大な
キャンパスを有する総合大学

 1998年より交流スタート

ケント州立大学
Kent State University

https://www.youtube.com/

watch?v=vyQlGOb3zg4

ミネソタ州セントクラウド

1869年設立

学生数：14,000人（留学生
1,000人）

ミネソタ州で2番目の規模

2016年より交流スタート

セントクラウド
州立大学

St.Cloud State University

https://www.youtube.com/

watch?v=DLGtoWjDmkE 

https://www.kent.edu/
https://www.youtube.com/watch?v=vyQlGOb3zg4
https://www.kent.edu/
https://www.youtube.com/watch?v=DLGtoWjDmkE
https://youtu.be/z-hZS8bJ4Lc
https://youtu.be/z-hZS8bJ4Lc


留学費用
ケント セントクラウド

半期 1年 半期 1年

正規課程 約223万円 約445万円 約120万円 約230万円

英語を学ぶﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ
（ESL・IEC)

約173万円 約345万円 約115万円 約230万円

立教大学学費

在学留学 全額（約100～180万円/年）

休学留学 半期毎に在籍料6万円（12万円/年）

※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
費がかかります
※派遣先大学の都合や為替レートの変動により、変更となることもあります
応募する前に支弁者と要相談！
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海外留学支援のための奨学金

（参考）例年 5月中旬頃説明会、6月上旬出願期間
奨学金の詳細はSpiritページ「学生部」➡「奨学金」から確認

グローバル奨学金
立教大学校友会
成績優秀者

留学支援奨学金

対象
経済支援を必要とする者
※家計基準等有

成績が特に優秀な者
学部2年次生以上対象

支給額 最大40万円 20万円



留学中の学籍と単位認定
在学留学 休学留学

立教大学費
用

学費全額
約100～180万円/年

在籍料6万円/半期、
12万円/年

単位認定 可 不可
４年間で卒業 可 不可

単位認定に
関する注意

留学期間終了後に授業内容・
時間数等を審査し、認定の可
否、単位数が決定する。全て
の単位が認定されるとは限ら
ない。
※英語学習コース
（ESL, IEC）の単位は全学共
通科目「言語自由科目」として
認定されることがある

随意科目で２単位付与される



留学期間と学籍
半期：2021年8月～2021年12月
１年：2021年8月～2022年5月

半期

1年

在学留学

休学留学

在学留学

2021年秋学期 2022年春学期

在学留学

2021年秋学期

休学留学

2021年秋学期

在学留学

休学留学

在学留学

休学留学

2021年秋学期 2022年春学期

在学

2022年5月末ま
でに「休学願」
を教務事務セン
ターに提出する
と、春学期は休
学にすることが

できる



動画体験談

•2019年度学費非免除プログラム_ケント州立大学体験談

•2019年度学費非免除プログラム_セントクラウド州立大学体験談

•2018年度学費非免除プログラム説明会＆ケント州立大学体験談

•2018年度学費非免除プログラム_セントクラウド州立大学体験談

場所：SPIRIT→国際交流→海外への留学→中・長期の海外
プログラム→学費非免除留学プログラム→留学体験談

https://drive.google.com/file/d/1dEBPPt4VFfNCnQfmD6r-heXWfOhFTJLN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WcqeilaVMQ5YQui8f87BsbiX1vyVxw02/view?usp=sharing
https://mediasite.rikkyo.ac.jp/Mediasite/Play/66cbec7808784f6ea93754b94e44a1541d
https://mediasite.rikkyo.ac.jp/Mediasite/Play/84523016eeaf4124b3860a1db394d3cb1d


留学報告書
留学体験談をオンライン上で読むことがで
きます

• 内容：留学前の準備 / 履修した授業 /実際にかかっ
た費用 /留学で得たものなど、留学の詳細が分かる
内容です。

• 場所：SPIRIT→国際交流→海外への留学→中・長期の海外
プログラム→学費非免除留学プログラム→留学報告書

※国際センターもしくはグローバルラウンジの開室

時間内にも閲覧可
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（1）学部生

 応募時に本学学部に2学期以上在学し、派遣期間中本学学部に在籍する者

 全学共通科目 必修科目「英語」（６単位）修得済の者

 既修得単位数が下記以上の者

在学2学期 24単位 ／ 在学3学期 36単位

在学4学期 48単位 ／ 在学5学期 60単位 在学6学期以上 72単位

（２）大学院生

 応募時において本学大学院に在学し、派遣期間中本学大学院に在籍する者

出願資格



（1）正規課程に出願する場合

TOEFLスコアiBT 71点、またはIELTS 6.0点以上のスコア
が必要。GPA2.0以上の者であること。

 大学院生は出願の前に国際センターに問い合わせること。

（2）ESLプログラム（英語学習コース）に出願する場合

TOEIC(IP含む）400点以上、英検2級以上、

TOEFL iBT 41点以上、IELTS 5.0以上のいずれかを満たす

者であること。

 2学期目から正規課程科目の履修を希望する場合、

GPA2.00以上であることが求められる。

派遣先での所属別応募資格
（ケント州立大学）



（1）正規課程に出願する場合

TOEFLスコアiBT 61点、またはIELTS 5.5点以上が必要。

 到着時のプレイスメントテストの結果が基準を下回った場合は、
正課課程のためのEAP(英語コース)の履修が必要な場合がある。
TOEFL80点以上（Reading,Writing,Listening 各セクションで17
点以上）、またはIELTS6.5点以上でプレイスメントテスト免除

 大学院生は出願の前に国際センターに問い合わせること。

（2）IECプログラム（英語学習コース）に出願する場合

TOEIC(IP含む）400点以上、英検2級以上、

TOEFL iBT 41点以上、IELTS 5.0以上のいずれかが必要

派遣先での所属別応募資格
（セントクラウド州立大学）



出願期間：3/12(金)～3/18(木)17：00【厳守】

出願方式： Google form登録+Blackboard提出

出願書類： 下記書類全てPDFにしてUpload

① 願書

② 小論文

③ 成績表 ※「成績参照システム」のコピーで可

2020年度秋学期までの成績が記載されたもの

2021/3/12 10：00 以降に確認し印刷すること

③ 英語スコア証明書原本のスキャン

正規課程所属希望者：TOEFLまたはIELTS

ESL/IEC所属希望者：TOEIC L&R(IP含む)、英検、

TOEFL、IELTSいずれか

出願について



（１）4月「学内健康診断」を必ず受診する

（２） 原則として大学の寮に入寮

※ただし、留学先大学の都合で寮に入れない場合もある

（３）キャンセルは原則不可

※やむを得ない事情でキャンセルする場合もキャンセル費用が発生

（４）本学指定の海外旅行保険に加入する

（５）留学中は月１回の「学習・生活状況報告」

帰国時は「留学報告書」を提出してもらいます

注意事項

質問は、必ず自分で国際センターに問い合わせること
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全学共通カリキュラム必修科目「英語」単位修得済の
者と書いてありますが、英語単位認定試験で取得した
単位でも大丈夫ですか？

FAQ 応募資格

Ｑ

A 大丈夫です。

2020年度秋学期までに全学共通科目の「英語」必修
単位が6単位取得済であれば、問題ありません。



留学中にアルバイトはできますか？

FAQ アルバイト

Ｑ

A 原則アルバイトは禁止です。

ただし、例外としてキャンパス内の仕事
On Campus Jobに従事することは認められていま
す。



ケント州立大学とセントクラウド州立大学の両方に
出願できますか？

FAQ 併願

Ｑ

A できます。

出願書類の欄に回答をしてください。
第一希望の大学で選に漏れ、第二希望の大学にまだ
残枠がある場合、第二希望での参加が可能かどうか、
選考を行います。



FAQ 留学と就職

留学と就職は両立できますか？Ｑ

A 基本的にできます。
ただし、留学の時期と「在学留学」「休学留学」ど
ちらを選択するかで必要な準備がことなります。



在学留学

就活への影響は特にない

４年生５月帰国。
十分な時間が確保できない可能
性が高い。留学と就職の両立に

は入念な準備が必要。

休学留学

就活への影響は特にない

2年秋
出発

(1年間)

3年秋
出発

(1年間)

【重要】キャリアセンターSpiritページ 「留学と就職 ガンダンス」動画
を視聴。もしくは、キャリアセンターの個別相談（キャリア相談）を活用。

FAQ 留学と就職（補足）

ボストンキャリア
フォーラム



【その他の案内】オンライン
で利用できること
従来グローバルラウンジで行っていた「国際交流」や「留学」に関するイベ

ントや国内学生と外国人留学生の交流の場をオンラインで公開しています。

留学説明会や
留学体験談(在学生/卒業生)

動画配信/生中継

オンラインワールドカフェオンライン留学相談
事前申込制

＜オンラインで予約受付中＞

留学/研修報告書の閲覧

RIKKYO SPIRIT＞国際交流＞キャンパスでできる国際交流

・グローバルラウンジ

・グローバルラウンジ（オンライン版）

・オンラインワールドカフェ

・Language Exchange 言語交換（オンライン掲示板）など

申し込みは「立教時間」から



【その他の案内】 Rikkyo English Onlineのご
紹介

（英語学習）

詳細は、RIKKYO SPIRIT ＞e-Learningで確認してください

Rikkyo English Online（REO）は英語の自己自習を目的としたオンライン学習プログラムで
す。立教生ならどなたでも利用できます。

「単語」「文法」「リーディング」「リスニング」の４つの学習カテゴリに分類したレベル診断テ
スト（各10分程度）を受験してみましょう。

自分の英語力が、 TOEFL,TOEIC,IELTS,英検でどの程度のレベルかが診断され、
最適な教材（TOEFL,TOEIC,IELTS,英検,その他）が表示されます。

表示されたBOOK（学習コンテンツ）を開き学習を行います。「仕分け」機能を使って、自分
の弱点を繰り返し学習することなどできます。

日頃の英語学習に役立ててください。



【その他の案内】国際センター
SNS

今後のイベントの告知、過去のイベント情報を掲載

「立教大学国際センター」で検索



ドイツ語、フランス語、
スペイン語、中国語、
朝鮮語、ロシア語（条件有）

一律2,500円支給

TOEFL iBT 79点以上
ILETS       6.0以上

一律15,000円支給

英 語

言語 B
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※詳細は
Spiritぺージ
から確認→

全学生対象、留学をしない人も利用可

※詳細は立教時間のお知らせ

「検定試験受験料補助」
で検索

問合せ先：全学共通カリキュラ事務室

問合せ先：国際センター

語学試験補助制度

https://spirit.rikkyo.ac.jp/international/SitePages/%E5%A4%96%E9%83%A8%E8%8B%B1%E8%AA%9E%E8%A9%A6%E9%A8%93%E8%A3%9C%E5%8A%A9%E5%88%B6%E5%BA%A6.aspx
https://spirit.rikkyo.ac.jp/international/SitePages/%E5%A4%96%E9%83%A8%E8%8B%B1%E8%AA%9E%E8%A9%A6%E9%A8%93%E8%A3%9C%E5%8A%A9%E5%88%B6%E5%BA%A6.aspx

