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2019年度の変更点

英語教育機関への応募資格

（ｹﾝﾄ：ESL、ｾﾝﾄｸﾗｳﾄﾞ：IEC)

2018年度：出願時の基準なし

2019年度：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



Kent State University（Google mapリンク）

オハイオ州ケント

1910年設立

学生数：27,000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

Video

ケント州立大学

https://www.kent.edu/
https://goo.gl/maps/xE8zFErBorq
https://youtu.be/z-hZS8bJ4Lc


St. Cloud State University （Google mapリンク）

ミネソタ州セントクラウド

1869年設立

学生数：15,400人

ミネソタ州で2番目の規模

2016年より交流スタート

Video

セントクラウド州立大学

https://www.stcloudstate.edu/
https://goo.gl/maps/HJ71SrYKLHn
https://youtu.be/DLGtoWjDmkE


期間

半期（秋学期のみ） ： 2019年8月～2019年12月

１年間（秋・春学期） ： 2019年8月～2020年5月

応募人数

ケント州立大学 ： 15名程度

セントクラウド州立大学： 20名程度

留学期間・応募人数



（1）学部生

① 応募時において本学学部に2学期以上在学し、派遣期間中本学学部に在籍する者

② 全学共通科目 必修科目「英語」（６単位）修得済の者

③ 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



以下の2種類があります

（１）正規課程に出願する場合

（２）英語を学ぶプログラムに出願する場合
ケント州立大学：ESL

セントクラウド州立大学：IEC

派遣先での所属別応募資格

留学期間 2019秋 2020春

半期
正規

ESL/IEC

1年

正規 正規

ESL/IEC 正規

ESL/IEC ESL/IEC



（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。

 大学院は別途確認が必要。出願の前に国際センターに問い
合わせること。

（2）ESLプログラムに出願する場合

（ESL: English as Second Language）

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点以上のスコアが
必要。

 到着時にプレイスメントテストあり。その結果によっては
EAP(English for Academic Purposes)クラス（Reading/Writhing
およびSpeaking/Listening）の履修が必要となる場合あり。

 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

 大学院は別途確認が必要。出願の前に国際センターに問い合わせる
こと。

派遣先での所属別応募資格
（セントクラウド州立大学）



（2）IECプログラムに出願する場合

（IEC: Intensive English Course）

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。

派遣先での所属別応募資格
（セントクラウド州立大学）



在学留学

留学期間中も在学状態

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
て単位認定されるよう申請が
可能

卒業要件単位を修得し終えれ
ば、入学した年度から４年間
で卒業可能

休学留学

留学先で取得した単位を、
本学の卒業要件単位の一部
として単位認定されるよう
申請することは不可

入学した年度から４年間で
卒業することはできない

就職活動など留学以外に取
り組むための十分な時間を
確保することができる

留学中の学籍



「在学留学」を選択した場合、留学先で修得した単位を本学の

卒業要件単位の一部として単位認定されるよう申請することが

できます。

留学期間終了後に提出された書類をもとに、授業内容・授業時

間数等を審査し、各学部等にて認定の可否および単位数が決定。

ESL・IECの単位については、全学共通科目「言語自由科目」と

して単位認定されることがあります。

注意事項（留学後の単位認定）



留学経費
（募集要項16（1）～（4）の費用を合算した金額）

募
集
要
項
16

（
1

）
～

（
4

）
の
費
用
を
合
算

ケント セントクラウド

半期 1年 半期 1年

正規課程 約260万円 約473万円 約175万円 約311万円

英語を学ぶﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ
（ESL・IEC)

約212万円 約385万円 約180万円 約321万円

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）

募集要項記載の金額は、2018年度実績に基づいているため、今後変動する
場合があります。要項に記載されていない費用が発生することもありますの
で注意してください。応募する前に支弁者の方と相談を！



本学が実施する海外プログラムに参加する学生対象

立教大学グローバル奨学金
立教大学校友会

成績優秀者留学支援奨学金

概要

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。

成績が特に優秀な者を
対象とする制度。

学部2年次生以上対象。

支給金額 10－30万円 10万円

応募時期 留学年度の6月

15

海外留学支援のための奨学金

奨学金の詳細は学生部学生厚生課へ問い合わせること。



旅行形態：原則として往路・復路とも飛行機指定

ビザ（査証）：学生ビザ（F-1）または（J-1）

本プログラムの往復航空券を手配する旅行会社による代行申請により
取得します。

ビザ申請に関わる費用は自己負担

米国大使館での面接は必ず本人が受ける必要がある

すでに米国滞在に有効なビザを取得している方は願書提出時にその旨申
し出てください。

パスポートをまだ持っていない方は早めに申請手続きを行ってください。

旅行形態・ビザ（査証）



就職活動と帰国時期

留学の目標と就職活動

出発前にできること

留学中にできること

帰国後の就職活動

キャリアセンターによる「留学と就職 ガンダンス」の動画
を確認して、理解を深めましょう。（2018年5月実施分）

https://spirit.rikkyo.ac.jp/career/Home.aspx

留学と就職

https://spirit.rikkyo.ac.jp/career/Home.aspx


（1）本学指定の海外旅行保険（留学中の疾病・傷害・損害賠償責
任付）ならびに留学生トータルサポートプログラム（JTBに
よる危機管理サービス）に加入する。

 加入しない場合、本プログラムに参加できません。

 上記保険に加えて留学先大学が指定する保険に加入（必須）

（2）学生教育研究災害保険（本学加入）の対象となる

 正課、学校行事、学校に届け出た課外活動に参加期間中の事
故による傷害に適用（外国の大学も含む）

海外旅行保険



申 込 期 限：４月１日（月）17：00 締切厳守

提 出 先： 国際センター（池袋・新座）

出 願 書 類：

① 願書（表面）・ 小論文（裏面）

② 成績確認画面のコピー

2018年度秋学期までの成績が記載されたもの

2019年3月13日以降に確認し印刷すること

③ （正規課程所属希望者）TOEFLまたはIELTSのスコア証明書原本の
コピー

④ （ESL/IEC所属希望者）TOEIC L&R(IP含む)、英検、TOEFL、
IELTSいずれかのスコア証明書原本のコピー

出願について



（１）4月の学内健康診断を必ず受診すること

（２） 原則として寮に入寮。

（ただし、留学先大学の都合で寮に入れない場合もある。）

（３）留学期間中の車・オートバイの運転は禁止

（４）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は、時期に応じて
キャンセル費用が発生する

（５）危機管理のため現地でインターネットアクセスならびに携帯電
話による通話機能が利用できる通信環境を整えること。

＊その他

質問がある場合は、必ず自分で国際センターに問い合わせること

注意事項



募集要項に訂正がある場合

現在配布中または HPに掲載している募集要項に訂正があ
る場合には、HPに更新版を掲載しますので、必ず確認をし
てください。

その他の注意事項



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。

2018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。



寮に入ることはできますか？

FAQ 寮

Ｑ

A 原則として、全員寮に入っていただきます。
ただし、留学先大学の都合で入寮できなくなる場合もあ
ります。また、入寮に必要な手続きを怠った場合も入寮
ができなくなります。



学費の支払いはどのように行いますか？

FAQ 学費の支払い

Ｑ

A 主に以下のような方法があります。
 オンラインの決済代行サービスを利用する
 クレジットカードで支払う。
 現地銀行で口座を開き、日本から国際送金を受けた後、
現地大学の会計課で小切手で支払う。 など

＊具体的な指示は参加者オリエンテーションで行います。



留学中にアルバイトはできますか？

FAQ アルバイト

Ｑ

A アメリカ滞在中の費用が充分にあるという証明をしたう
えで学生ビザを取得し、アメリカで勉強する資格を得る
ため、原則アルバイトは禁止。
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 出願書類に、第二希望をするか否かを記入する欄があり
ますので、そちら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。



留学中～留学後に行わなくてはならない報告はあります
か？

FAQ 国際センターへの報告

Ｑ

A ・現地到着報告
・現地連絡先報告
・【月例】学習・生活状況報告
・（１年のみ）中間報告書
・帰国日報告

・留学報告書



その他

 3月3日~8日の期間にセントクラウド州立大学の学生約
18名が立教大学を来訪します。期間中に交流会を実施
する予定ですので、詳細が決まりましたらSPIRITで情
報を配信します。

 国際センター（池袋・新座）を活用しよう ! 
・留学報告書
・個別相談（グローバルラウンジ）

開室時間 ９：００～１７：００
（土曜１２：３０まで）



体験談


