
派遣留学制度
説明動画

立教大学国際センター

2020年8月

大学間協定に基づく
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🌏本日の流れ

1. 9月募集の注意事項

2. 派遣留学制度の概要・特徴

3. 派遣留学制度の出願期間・出願方法
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１．9月募集の注意事項

STUDY ABROADからの変更点

１．出願書類の提出方法

成績確認画面、語学能力証明書等の提出もオンライン

２．語学選考試験、面接

現時点では対面にて実施予定だが、完全オンラインとなる場合が
ある
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１．9月募集の注意事項

○2020年度派遣予定であった学生への特例措置

※大学間、学部間派遣留学予定者であった者に限る

①9月募集で「1年・半期」選択可能

②語学能力証明書の有効期限の1年延長（3年前まで可能）

その他、追加等ありましたら随時更新いたします。
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🌏立教大学の中・長期の海外プログラム

• 大学間協定に基づく派遣留学制度

• 授業料非免除 海外留学プログラム（アメリカ）

• 国連ユースボランティア

• 文学部

• 社会学部

• 法学部

• 観光学部

• 経営学部

• 異文化コミュニケーション学部

• ＧＬＡＰ

全学生対象のプログラム

各学部主催のプログラム（原則、各学部の学生対象）

※一部、他学部生も参加可能のもの有
※詳細は『DEPARTURE』を確認

5



◼立教大学と海外大学との協定に基づく交換留学制度

➢留学期間は、１年または半期、協定校1校につき、1~3名程度派遣

◼原則、留学先大学の学費は免除

➢ シカゴ大学、コーネル大学、エセックス大学など、一部の協定校を除く

◼立教大学の代表として留学(p.28 3行目)

➢言語、文化、専門知識の習得に努め、多様な国際経験を得るとともに、立教大学の代表
として日本の伝統や文化、立教大学の海外における広報の一旦を担うことが期待されます

🌏大学間協定に基づく派遣留学制度と
は？

『2021 STUDY ABROAD』P.28
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🌏大学間協定校

北米・南米 ヨーロッパ アジア オセアニア

アメリカ ベルギー スペイン 中国 オーストラリア

メキシコ フランス イギリス 台湾
ニュージーラン

ド

カナダ ドイツ アイルランド 韓国

ブラジル オランダ トルコ フィリピン

フィンランド スイス シンガポール

ポーランド イタリア タイ

インドネシア

ベトナム

『2021 STUDY ABROAD』P.40-81

26の国・地域 95大学・機関から留学先を選択可能 （2020年4月現在）
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🌏派遣先エリア、出発時期、出願時期

出発
時期

対象エリア
出願期間

2021年出発の場合 2022年出発の場合

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

1回目
募集

2019年 12月
1回目
募集

2020年 12月

2回目
募集

2020年 6月
2回目
募集

2021年 6月

秋出発
8-10
月

上記以外

北米、ヨーロッパ、

アジア

1回目
募集

2020年 9月
1回目
募集

2021年 9月

2回目
募集

2020年 12月
2回目
募集

2021年 12月

『2021 STUDY ABROAD』P.29, 30

・春出発・秋出発、最大2回まで募集。ただし1回目の募集で定員に達した協定校は、 2回目の募集無し。
・1回目の募集では、「１年間」の出願のみ受け付け、２回目の追加募集では枠がある場合「半期」も受付。
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①海外の大学の授業を履修できる

②経済的負担が少ない

③在学留学・休学留学の選択ができる

④情報収集・計画立案がし易い

🌏派遣留学の４つの特徴 ～私費留学と比較～
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🌏派遣留学の特徴① 海外の大学の授業を履修できる

◼立教大学と協定を結んでいる（教育レベル保証）海外
の大学で専門科目を学ぶ

※立教の在籍学部と異なる授業も可

◼膨大な量の課題、現地学生と対等な立場で議論

◼語学留学

英語以外の言語（フランス語、ドイツ語、スペイン語、中国語、朝鮮語など）による留学の

場合、言語科目を中心に学べる留学先もあり
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🌏派遣留学の特徴② 経済的負担が少ない

◼行き先の大学の学費免除（一部大学を除く）

①グローバル奨学金 ②校友会成績優秀者留学支援奨学金

経済援助必要な人対象 0～60万円支給 学部生、成績優秀者対象 20万円支給

併給
可能

※更に、日本学生支援機構海外留学支援制度が受給可能な場合がある
※「奨学金」の申込方法、期日などの詳細はSPIRITページで確認

【「奨学金」に関する問い合わせ先：学生部学生課（奨学金担当）】

◼立教大学の奨学金制度を利用できる (海外プログラム参加者対象)

『2021 STUDY ABROAD』P.11-14

留学に必要な全経費が支給される奨学金はありません。

奨学金だけをあてにするのではなく、自己資金を含めしっかりとした資金計画を立てること。
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留学
費用

合計
約100万円～270万円

/年

留学先大
学の学費

原則免除
（一部を除く）

住居費 約6万円～15万円/月

渡航費 約10万円～20万円

保険料 約10万円～12万円

※その他、ビザ取得費用、食費、現地交通費、現地保険
料、学習資料費、通信費、交際費などの支出も想定

立教
大学

6万円 or 100万円～180万円/年

在学留学
の場合

学費全額
約100～180万円/年

休学留学
の場合

在籍料
6万円/半期
12万円/年

地域に

よって
大きく
異なる

＋

『2021 STUDY ABROAD』P.5, 93

派遣留学費用の例

🌏派遣留学の特徴② 経済的負担が少ない
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『2021 STUDY ABROAD』P.19, 24

🌏派遣留学の特徴③ 在学留学・休学留学の選択ができる

在学留学 休学留学

留学後の単位認定

※注意 留学期間終了後に授業内容・
授業時間数等を審査し、認定の可否、
単位数が決定するため全ての単位が認
定されるとは限らない

立教大学に納める費用 学費全額 約100～180万円/年 在籍料 6万円/半期、12万円/年

就職活動との両立
3年秋出発の場合、十分な時間が確保

できない可能性が高い。
2年次の渡航であれば問題は無い。

3年秋出発までであれば、十分な時間
を確保でき

単位認定 可 不可

4年間で卒業 可 不可
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卒業単位としては計上されない随意科目
として認定を予定。成績証明書に「留学
科目」として記載（2021帰国者から）



◼『STUDY ABROAD』

留学準備のスケジュールを参照することで計画をし易い

◼『留学報告書』 ※SPIRITに公開中

過去の派遣留学経験者が書いた報告書

留学費用、大学生活・授業の様子など詳細を知ることができる

◼グローバルラウンジ ※オンライン留学相談受付中

1対1で相談をすることができる

🌏派遣留学の特徴④ 情報収集・計画立案がし易い
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🌏グローバルラウンジ GLOBAL LOUNGE

池袋 15号館マキムホール中2階 12:00～17:00 

新座 8号館1階 事前予約制（global-lounge@rikkyo.ac.jp）

１．個別の留学相談が出来る

２．毎週ワールドカフェ開催（スピーキング力向上に）

３．国際交流・留学促進イベント開催

４．派遣留学経験者の『留学報告書』を閲覧できる

Follow us on SNS! 立教大学国際センター @rikkyogl立教大学国際センター

現在は、オンラインバージョンで様々な活動をしています。
夏季休業期間もEnglish Loungeなど予定しています。

mailto:global-lounge@rikkyo.ac.jp


◼自主的、主体的に準備を行う
参加学生は主体的に自己管理を行うとともに、渡航準備から帰国までを

含む留学中の一切の行動を、参加学生自身の責任において進めることが

求められます。

◼留学先では学業優先

留学中は、立教大学が派遣する留学生であることを自覚し、留学先大学

の規則を守り、学業に専念すること

※母語ではない言語での正規科目履修は想像するより大変

🌏派遣留学生の心得（誓約事項）

『2021 STUDY ABROAD』P.16-17
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🌏目次

1. 派遣留学制度の概要・特徴

2. 派遣留学制度の出願期間・出願方法
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出願から派遣留学開始までの流れ

『2020 STUDY ABROAD』P.4

学内選考（語学、小論文、面接）

派遣留学候補者決定

学内オリエンテーション参加

留学先大学への出願

出願

留学開始

留学先大学の入学許可書受領

出発前手続き（学内手続き、ビザ・航空券手配など）

本日の
主な説明
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出願受付期間 出発時期
半期留学
出願可否

備考

6月
募集

6/3（月）～6/6（木）
2020年2-3月

春出発 2回目募集
◯

学部１年生
出願不可

9月
募集

9/21（月）～9/24（木）
2021年8-10月

秋出発 １回目募集
× -

12月
募集

12/1（火）～12/4（金）

2021年8-10月
秋出発 2回目募集

◯
9月募集で定員を満たした

協定校は募集無し

2022年2-3月
春出発 １回目募集

× -

🌏2021年度派遣留学募集日程

『2021 STUDY ABROAD』P.29

全ての予定を把握し、スケジュール調整をしてください。所定
の日時以外での書類受付や選考試験等は一切行いません。
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🌏出願までのステップ

⚫ なぜ留学したいのか

⚫ 留学先で何を学びたいのか

⚫ どこに留学したいのか

⚫ いつ留学したいのか

⚫ 留学経験を、将来どのように生かしたいのか

留学の動機・目的を明確にする

『2021 STUDY ABROAD』P.33-35

STEP 1 STEP 2 STEP 3 STEP 4 STEP 5
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自分の留学の動機・目的に照らし合わせて、協定校の情報を収集
し、志望する大学を絞り込みましょう。

🌏出願までのステップ

★要熟読
• 「留学報告書」
• 『2021 STUDY ABROAD』P.40
• SPIRIT「協定校」ページ（http://s.rikkyo.ac.jp/unipartners ）

各協定校が定める応募資格や開講科目などの最新情報を掲載。

STEP 1 STEP 2 STEP 3 STEP 4 STEP 5

志望する大学を選ぶ

『2021 STUDY ABROAD』P.40-85
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9月募集の募集対象校はに公示中

出願時期によって、募集対象校は異なります。各出願時期の募集
対象校・募集人数の公示は、国際センター掲示板ならびに
SPIRIT「派遣留学」ページ（http://s.rikkyo.ac.jp/studyabroad）に掲載します
ので必ず確認してください。

🌏出願までのステップ STEP 1 STEP 2 STEP 3 STEP 4 STEP 5

募集対象校を確認する

『2021 STUDY ABROAD』P.33-35
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◼出願資格：派遣留学制度に出願する学生に求める

立教大学が定める資格

◼応募資格：各協定校が定める資格・条件

①立教大学での学習期間に関する条件

②語学力に関する条件

③立教大学での成績（GPA)に関する条件

全て満たす
必要有

🌏出願までのステップ STEP 1 STEP 2 STEP 3 STEP 4 STEP 5

出願資格・応募資格を確認する

『2021 STUDY ABROAD』P.31, 32
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◼出願書類

① オンライン願書

② WEB成績参照画面のPDF

③ 語学能力証明書のPDF ※出願期間初日から2年以内のみ有効

④ 指導教員による推薦状のPDF ※大学院生のみ

◼提出先

オンライン願書のページ

🌏出願までのステップ STEP 1 STEP 2 STEP 3 STEP 4 STEP 5

出願受付期間に出願書類を提出する

『2021 STUDY ABROAD』P.35
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🌏出願に関する注意事項

▶「語学能力証明書の写し」について

「証明書の写し」が出願受付期間に間に合わない場合、オンラインで閲覧

できるスコアをプリントアウトしたもので仮受付します。ただし、面接選

考の前日までに「証明書の写し」を提出する必要があります。提出できな

い場合は、面接選考を受けることができません。

『2021 STUDY ABROAD』P.36

※TOEFL iBT MyBest Scoresは利用不可

証明書とは、試験実施団体が正式に発行する語学能力証明書を指します。
オンラインで閲覧できる画面は証明書ではありませんので、注意。
ただし、TOEFLのTest Taker Score Reportは正式な証明として認めます。
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🌏出願に関する注意事項

▶希望大学の併願について

同じ大学で異なる言語のプログラムを希望する出願は認められません。

例：第１希望 南京大学 中国語 第２希望 南京大学 英語

『2021 STUDY ABROAD』P.36
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🌏選考方法

『2021 STUDY ABROAD』P.37-38

①語学選考

協定校の定める語学要件を超えていること。

英語：
学内語学選考試験はなし。
TOEFLまたはIELTSのスコア提出が必須。

ﾌﾗﾝｽ語、ｽﾍﾟｲﾝ語、
中国語、朝鮮語：

指定の外部語学試験を受験していない（または要件を満たして
いない）場合は、学内語学選考試験を受験して合否を判定。
(ﾌﾗﾝｽ語は9月募集において学内語学選考試験は実施しない。)

上記以外の言語： 学内語学選考試験はなし。

②小論文選考 願書裏面の小論文を、国際センターサポーター委員会が審査。

③面接選考
国際センターサポーター委員による面接を実施。
面接は日本語や留学先大学での使用言語を用いる。

④教授会審議 ①～③によって選考した候補者を、学部にて審議。



🌏出願のポイント

◼早めに準備を開始し、予定を立てる
• 留学費用の計画を立てる。学内外の奨学金制度を調べる。

• 留学準備は時間がかかる。特に語学試験、結果が出るまで時間を要するので早め
に予定を立てる

• 就職活動を含め、卒業までの見通しをたてる

◼留学の志望理由を明確にする
• 「留学で何を学び、何を得て、留学後にそれをどう活かすか」「なぜその地域・
大学なのか」「学びたいことを学べるのか」を説明するために、協定校について
よく調べる

（例）派遣先の大学で社会学の○○分野、○○大学にいる社会学の○○先生

28



🌏出願のポイント

◼派遣留学制度を理解する 『2021 STUDY ABROAD』P.28

本制度は、立教大学の代表としての側面を担っていますので、単に語学

力があるだけで候補者になれるわけではありません。長期にわたる海外で

の生活では、様々なストレスにさらされます。候補者には、様々なストレ

スに耐えうる精神力や、発生したトラブルや問題・課題を自ら解決する積

極性、目標を達成するため学業に打ち込むことのできる目的意識、そして

現地の学生と積極的な交流を可能とするコミュニケーション力など様々な

ものが求められます。

『2021 STUDY ABROAD』P.28
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[補足] 語学試験補助制度詳細・申込方法

各種語学検定試験受験料の一部を補助する制度。

『2021 STUDY ABROAD』P.10

立教時間の
「お知らせ」→「言語B」で検
索
→「言語B検定試験受験料補助
について（ドイツ語・フランス語・スペイン

語・中国語・朝鮮語・ロシア語）」

ウェブブラウザで
「立教大学 外部英語試験補助
制度」と検索
→「国際交流 - 外部英語試験補
助制度 - SPIRIT - 立教大学」
→「募集要項」を確認

英 語 言語 B
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出願から派遣留学開始までの流れ

『2021 STUDY ABROAD』P.29, 39

学内選考（語学、小論文、面接）

派遣留学候補者決定

学内オリエンテーション参加

留学先大学への出願

各手続き、オリエンテーション
の欠席、申請漏れの場合は、
「派遣留学」を取り消すことが
あります。

出願

留学開始

留学先大学の入学許可書受領

出発前手続き（学内手続き、ビザ・航空券手配など）

【注意】留学先大学の審査の結果、
不合格になる場合もある。

今のうちに、全てのスケジュール
を予定しておくと良い！（p.29）
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🌏よくある質問

32

SPIRIT>国際交流を参照してください


