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「海外研修・留学ガイドブック2021」
掲載内容について
「海外研修・留学ガイドブック2021」は2021年4月1日時点の情報を掲載しておりますが、
新型コロナウイルス感染症の影響により、変更となる場合があります。
最新の情報については、本学ホームページ、ポータルサイト、
国際交流センター公式LINE等にて掲載予定です。
国際交流センターが主催している留学プログラムやイベント、
講座等への参加を検討されている方は、必ず最新情報をご確認ください。
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あなたに合う留学プログラムを探してみよう！

立正大学の仲間と
一緒に参加したい！

留学を計画してみよう!

語学研修（グループ）
P.9〜10へGO

STEP 1

短期海外 中・長期
研修
留学
1年前

留学の目的を考える

海外に行くにはお金も時間もかかります。
「なんとなく」
「とりあえず」
「友達も行くか

1年前

ら」などの曖昧な動機で行って貴重な機会を無駄にしてしまわないよう、真剣に自分
と向き合って考えてみましょう。
なぜ海外に行きたいのか？

語学を集中的に
学びたい！

個人で参加したい！

海外で体験したい生活のイメージは？

語学研修（個人）

資金はどれくらい？
行きたい国は？

P.11〜12へGO

情報収集

Ａ

将来どんな職業に就きたいか？
いつごろ海外に行きたいか？
どれくらいの期間、海外に滞在したいか？
どんな成果が得られれば「成功した」と思えるか？

語学以外も

異文化体験を

文化研修

学んでみたい！

したい！

P.13〜14へGO

STEP 2

プログラムを選ぶ

各プログラムの目的や内容を理解し、自分にあったものを選びましょう。
このガイド

Ａ
短期海外研修

ボランティアを
したい！

ブックを活用するほか、積極的に留学フェアや説明会に参加して情報収集をしてくだ

海外ボランティア

さい。

P.15〜18へGO

＜夏期・春期＞

STEP 3

2週間〜6週間

就業体験を
したい！

Ｂ
中・長期留学

海外
インターンシップ

3カ月前

半年前

応募条件や募集期間を調べましょう。語学能力の基準が設けられていたり、教員の
推薦書が必要となるプログラムもありますので、注意してください。

P.19へGO
STEP 4

＜秋期・春期＞
〜1年間

応募準備

自分で独自に研修を
企画したい！

応募・選考

個人企画型

募集要項をよく読み、期間内に余裕を持って応募してください。募集要項については
調べた上で、家族の理解をきちんと得ておく必要もあります。

P.20へGO

3カ月

半年

1カ月前

1カ月前

〜

語学留学

〜

勉強したい！

渡航準備

参加が決定すると、出発に向けての準備が始まります。オリエンテーションや事前授
業への出席、書類の準備、
ビザの申請、航空券の手配等を行います。

STEP 6

現地学生と専門科目を
勉強したい！

交換留学

出発

出発

出発

講座・イベント

イベントについての
情報を知りたい！
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出発

安全に気をつけながら、最大限に語学力や異文化を吸収してきてください。困難が
あっても自分の力で乗り越えることにより、一回りも二回りも成長できます。

P25〜26へGO
STEP 7

語学試験・講座・

渡航準備

P21〜24へGO

Ｂ
海外の大学で

応募・選考

ポータルサイト等でお知らせします。
どのくらいの費用が必要になるのかもしっかり

STEP 5

語学を徹底的に

応募準備

キャンパスでの
国際交流
P31〜34へGO

帰国

帰国後の振り返り

報告書の作成や帰国後オリエンテーションを通し、振り返りを行います。ただ海外に
行ったということだけで終わらせるのではなく、成果を振り返ることで、
この経験がよ
りいっそう意義を持つものとなります。現地で学んだことを活かし、次のステップへ

帰国

帰国

踏み出すための大事な作業です。
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海外研修・留学プログラム一覧（短期海外研修 2週間〜6週間）

海外研修・留学プログラム一覧（中・長期留学 〜1年）

※「グループ」は立正大学に所属する他の学生と渡航するプログラムです。渡航準備（航空券の予約等）は、大学が行います。
※「個人」は個人で渡航するプログラムです。渡航準備（航空券の予約等）は各自で行っていただきます。

プログラム種別・内容

研修先

Canterbury Christ Church
University（イギリス）

University of Otago
（ニュージーランド）

参加種別

研修
時期

※給付型奨学金差引後

グループ

夏期

約353,000円

※

グループ

春期

語学研修

れられます。

ページ

プログラム種別

プログラム内容

留学先

University of Otago

学部生

約400,000円

学部生

Universidad de Alcalá
（スペイン）

P.9-10

春期

ホームステイ・寮

学部生

University of

（1人部屋）

・海外協定大学の語学コー

夏期

約430,000円

学部生
P.11-12

個人

春期

約140,000円

語学留学

個人

夏期

文化研修

も に 語 学 を 勉 強しま
す。

University of Guam
（アメリカ）

グループ 春期
春期

約289,000円

現地語力向

上 の た め の 授 業を 中 心

University College

上のためのプ

に履修することができま

ログラム

Cork（アイルランド）

す。

＜授業料＞免除
＜宿泊費＞
＜奨学金（給付）＞

学部生
大学院生

150,000円

春留学 ＜宿泊費＞約CA$3,746
＜奨学金（給付）＞

学部生
大学院生

＜授業料＞約€4,920

秋留学

＜宿泊費＞約€5,280

学部生

＜奨学金（給付）＞

大学院生

P.21-24

400,000円

・派 遣 先 大 学 の 専 門 科 目

学部生

の履修はできませんので

University of
Southern Maine

＜授業料＞約US$4,434

秋留学

Calgary(カナダ)

P.13-14

＜宿泊費＞約US$4,913
＜奨学金（給付）＞

学部生
大学院生

400,000円

学部生

学部生

学部生
大学院生

につけます。
・英 語 力 又 は 現 地 語 力 向

University of
異文化を体験するとと

ページ

400,000円

＜授業料＞約CA$6,000

(アメリカ)
約60,000円

対象

400,000円

英語力又は

注意してください。

個人

Victoria(カナダ)

＜奨学金（給付）＞

約US $600〜US $1,300

スを履修し、語学力を身

Cambridge（イギリス）

東国大学校（韓国）

秋留学

秋留学

Homerton College

世新大学（台湾）

＜宿泊費＞約NZ$7,420

約283,000円
グループ

費用
※過去実績

春留学 ＜授業料＞約NZ$8,694

翰林大学校（韓国）

約291,000円

University of

留学
時期

春留学

寮(2人部屋）

ます。語学の勉強以外
あり、現地の文化に触

対象

（ニュージーランド）

語 学を 集 中 的 に 学 び
に課外活動の時間も

費用

＜授業料＞約CA$8,400

秋留学 ＜宿泊費＞約CA$7,000
＜奨学金（給付）＞

学部生
大学院生

400,000円
＜授業料＞免除

Universiti Sains Malaysia
（マレーシア）

個人

春期

約144,000円

Hanoi University

学部生

(ベトナム）

大学院生

＜宿泊費＞免除

秋留学

（6〜8人部屋の場合、
個室は一部免除。）

＜奨学金（給付）＞

学部生
大学院生

100,000円

に 役 立 つ 活 動 ができま
す。ボランティアを通じ、
現地の文化も学べます。

海外

インターンシップ

現 地 企 業 の 実 習 生とし
て働きます。

夏期

アメリカ、
オーストラリア、
ニュージーランド、
カナダ、

個人

インドネシア、ベトナム等

春期

派遣先により

学部生

異なる

大学院生

夏期
オーストラリア

個人

約255,000円

海外研修・留学ガイドブック 2021

大学が認めた地域

個人
春期

P.15-18

を外国語で学びます。

大学院生

英語又は現
地語での専門
科目履修プロ
グラム

P.19

異なる

学部生
大学院生

P.20

国内留学プロ
グラム

(ニュージーランド）

春留学

一定水準以上の語学力を有す

学部生
大学院生

300,000円

大学の学生と
「英語又は現地語

ることが前提となります。

（フラットの場合）
＜奨学金（給付）＞

で専門科目を履修する」ため、

ください。

オンラインや

University of Otago

＜宿泊費＞約NZ$12,300

るための授業ではなく、派遣先

は現地語であることに注意して

※1年生は応募不可

派遣先により

・英語又は現地語力を向上させ

・専門科目を学ぶ言語が英語又

その他

個人企画型

画します。

夏期

修します。自分が学びたいこと

学部生

春期

自身で独自に研修を企

＜授業料＞免除

・海外協定大学で専門科目を履

交換留学

海外
ボランティア
5

現 地 の 方とともに 社 会

University of
Southern Maine

P.25-26

＜授業料＞免除
＜宿泊費＞

秋留学

（アメリカ）

約US$9,826
＜奨学金（給付）＞

学部生
大学院生

300,000円

2021年度はオンラインで体験できる海外インターンシップ等、複数のオンラインプログラムの実施を検討しています。
また、国内留学ができるプログラム等の実施も検討しています。
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大学間海外協定大学一覧

1

3

9
10
4

21

5

30

2

24
22 23

15 19 20

31 32

6

18

7

16
17

25
39
33 34 35

26 27 28

36

8

37
29

38

40

12

11

14

オランダ

3

Leiden University ｜ ライデン

イタリア

4

University of Genoa ｜ ジェノバ

北米地域

アメリカ合衆国
7

8

カナダ

Linﬁeld College ｜ マクミンビル
the Edwin O. Reischauer Institute of
Japanese Studies, Harvard University ｜ ボストン

12

Curtin University ｜ パース

22

天津師範大学 ｜ 天津

13

University of Otago ｜ ダニーデン

23

天津財経大学 ｜ 天津

24

北京師範大学 ｜ 北京

25

南京大学 ｜ 南京

26

法鼓文理学院 ｜ 金山

ニュージー
ランド

University of Southern Maine（USM）｜
ポートランド

14

15

アジア地域

6

21

University of Calgary ｜ カルガリー

10

University of Victoria ｜ ビクトリア
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東国大学校 ｜ ソウル

16

威徳大学校 ｜ 慶州

17

新羅大学校 ｜ 釜山

18

翰林大学校 ｜ 江原道

19

慶熙大学校 ｜ ソウル

韓国

University of Guam ｜ グアム

9

Southern Institute of
Technology（SIT）｜ インバーカーギル

中国

台湾

カンボジア

国民大学校 ｜ ソウル

31

Termez State University ｜ テルメズ

32

Archaeological Museum Termez ｜ テルメズ

33

FPT University ｜ ハノイ

34

Hanoi University ｜ ハノイ

35

Thang Long University ｜ ハノイ

36

Udon Thani Rajabhat University ｜ ウドンタニ

37

Siam University ｜ バンコク

ウズベキスタン

ベトナム

タイ

27

世新大学 ｜ 台北

28

輔仁大学 ｜ 新北

フィリピン

38

Silliman University ｜ ドゥマゲテ

Chamroeun University of
Poly-technology ｜ プノンペン

ネパール

39

Tribhuvan University ｜ キルティプル

マレーシア

40

Universiti Sains Malaysia（USM）｜ ペナン島

29

30

ウズベキスタン
20

新疆大学 ｜ 新疆

アジア地域

Universidad de Alcalá ｜ マドリード

Deakin University ｜ ビクトリア

11

オーストラリア

アジア地域

スペイン

2

オセアニア地域

ヨーロッパ地域

1

5

7

Canterbury Christ Church University ｜
カンタベリー

イギリス

13

Academy of Sciences of the
Republic of Uzbekistan・Fine Arts
Institute ｜ タシュケント

※2021年4月1日現在
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短期海外研修

夏期休暇、春期休暇期間に語学を集中的に学びます。語学の勉強以外に課外活

Short-Term Programme

語学研修（グループ）
Language Study Programme

動の時間もあり、現地の文化を体験することもできます。立正大学に所属する他の

スペイン語

スペイン＜アルカラ＞

春期

学生と渡航します。渡航準備（航空券の予約等）は、大学が行います。学部によって

Universidad de Alcalá

は研修先で取得した単位が卒業単位として認定されます。
※研修内容は変更になる可能性がありますので、必ず募集要項を確認してください。

http://www.alcalingua.com/

英語

イギリス＜カンタベリー＞

アルカラ大学は、
ヨーロッパ最古級の大学として知られ、マドリードから電

夏期

車で30分の距離にある公立大学です。1998年にはアルカラの大学と周辺の
歴史地区が、ユネスコの世界遺産に登録されています。滞在中は午前中に語

Canterbury Christ Church University
（CCCU）

学授業があり、午後には文化体験プログラムが予定されています。

https://www.canterbury.ac.uk/
ロンドンから電車で約1時間のイギリス南部に位置しています。約20,000
人の学生が学び、ケント地域の高等教育機関として最大規模になっています。

研修期間

応募受付

募集要項配付

約3週間

2021年10月頃

2021年10月頃

Universidad de Alcalá

メインキャンパスは、世界遺産カンタベリー大聖堂で知られ、中世の雰囲気を
残した街並みが特徴的なカンタベリー中心部にあります。勉強の傍ら、観光も

滞在先

ホームステイまたは寮

語学力

特に応募基準なし

楽しむことができます。
研修期間

応募受付

約3週間

応募資格

募集要項配付

2021年4月頃

費用

本学学部生
※休学中の学生、外国人留学生を除く

2021年4月頃

2019年度
実績

●寮
（2人部屋）

約283,000円（参加費383,000円−奨学金（給付）100,000円）
● ホームステイ・寮
（1人部屋）

約291,000円（参加費391,000円−奨学金（給付）100,000円）
※現地研修費、宿泊費、航空券代等含みます。

滞在先

応募資格

ホームステイ

特に応募基準なし

語学力

約353,000円

費用

本学学部生
※休学中の学生、外国人留学生を除く

2019年度
実績

（参加費約473,000円−奨学金（給付）120,000円）
※現地研修費、宿泊費、航空券代等含みます。
※上記以外に個人負担となる費用が別途かかります。

ニュージーランド＜ダニーデン＞

英語

春期

https://www.otago.ac.nz/

経済学部経済学科2年生（研修時の学年）
University of Otago

ドで最も古い大学です。南島で唯一医学系学科を持つ高等教育機関として多く
の学生が医学、薬学、歯学、理学療法学を学んでいます。学生数20,000人以上
の広大なキャンパスで、様々な国籍の学生達とともに学ぶことができます。
研修期間

応募受付

募集要項配付

約4週間

2021年10月頃

2021年10月頃

応募資格
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本学学部生
※休学中の学生、外国人留学生を除く

海外研修・留学ガイドブック 2021

語学力

費用

2019年度
実績

本物の発音が
学べるね！

Canterbury Christ Church University（CCCU）
（イギリス・夏期休暇期間3週間）

スコットランド文化を色濃く残す、美しい街ダニーデンにあるニュージーラン

ホームステイ

語学研修（グループ）体験談

英語に対しての抵抗を感じなくなった

University of Otago

滞在先

※上記以外に食費、個人負担となる費用が別途かかります。

CCCU

私には自分に自信を持った強みがありません。今回の語

授業を毎日受けていて、発音は特に注意されることが多か

学研修を通して、英語にもっと興味を持ち、自分の強みにな

ったです。日本の発音の仕方とイギリスの発音の仕方がかな

るきっかけになりたいと思いました。

り違うことが分かりました。
また、発音だけでなく文の中で省

授業内容として、午前中は様々な単語を勉強したり、その

略して話していることが多いと感じました。単語と単語をつ

単語を使いながらゲームを行ったり、劇をしたりしました。午

なぐ時に省略する部分が多くありました。
まだ英語の発音ら

後からはライティング、スピーキング、
リーディング、
リスニン

しい会話は出来ませんが、
どこを伝えたいのかが大事という

グの4技能の勉強を曜日に分けて勉強をしました。
また、
イギ

ことが分かりました。

リスの文化について勉強をしました。その中でもホップの授

今回のイギリス語学研修を受けて、英語に対しての抵抗を

業は印象に残りました。

あまり感じなくなりました。最初行く前は誰でも英語に抵抗

特に応募基準なし

ホップはビールの原料に

を感じたり、不安になったりすると思います。
しかし、不安に

なっている植物で、授業

ならなくても自分の英語を信じて話せば、自然と抵抗はなく

約400,000円

の中でホップについて勉

なると思います。今後参加しようと考えている人は、ぜひ参加

強した後、学校内にある

して欲しいと思います。

（参加費約520,000円−奨学金（給付）120,000円）
※現地研修費、宿泊費、航空券代等含みます。

ホップをみんなで摘み取

※上記以外に個人負担となる費用が別途かかります。

る手伝いをしました。

Study Abroad Guidebook 2021
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短期海外研修

夏期休暇、春期休暇期間に語学を集中的に学びます。語学の勉強以外に課外活

Short-Term Programme

動の時間もあり、現地の文化を体験することもできます。個人での渡航のため、参

語学研修（個人）

加決定後は、航空券の手配等、各自で渡航準備を行います。学部によっては研修先

Individual Language Study Programme

で取得した単位が卒業単位として認定されます。
※研修内容は変更になる可能性がありますので、必ず募集要項を確認してください。

英語

Challenge!!

語学研修（グループ）体験談

イギリス＜ケンブリッジ＞

夏期

チャレンジすることの大切さや楽しさを知ることができた
University of Otago（ニュージーランド・春期休暇期間4週間）
経営学部経営学科2年生（研修時の学年）

Homerton College - University of Cambridge
http://www.homerton.cam.ac.uk
古代と現代の雰囲気が融合した美しい都市ケンブリッジにある大学で学び
ます。歴史を感じさせる落ち着いた雰囲気のキャンパスでイギリスの大学生
スカッションを中心としたアクティブラーニングの授業にも参加できます。
ま
た、院生が日常生活・学習のサポートをしてくれます。
応募受付

募集要項配付

約3週間

2021年4月頃

2021年4月頃

滞在先

応募資格

寮

語学力

費用

本学学部生
※休学中の学生、外国人留学生を除く

2020年度
実績

日常会話ができるレベル

参加してわかったことは、留学することの良さとチャレンジ
することの大切さです。初めての海外渡航というのもあり、何

は、英語を克服しなければならないと思い、英語の勉強に励

をするにしても新鮮で私にとってはすべてがチャレンジでし

みました。そして、私は勉強していく中で留学に興味を持ちま

た。留学前は、チャレンジから逃げていた私にとってチャレン

した。

ジすることの大切さや楽しさを知ることができたのは、とて

研修内容としては、最初のクラス分けテストの結果をもと

活を体験できます。語学のレベルによっては、英語授業のほかディベート・ディ

研修期間

アルバイトで外国人の接客をしたときに、相手になにも伝
えることができず、とても悔しい思いをしました。それから

University of Cambridge

に自分に合ったクラスに分けられ、同じクラスに分けられた

留学に行く前は、本当に行く意味はあるのか、ちゃんと変

クラスメートと英語を勉強していくといった形でした。主に授

わることができるのかなど様々な不安はありましたが、その

業は、
「リスニング」
「リーディ

不安を乗り越えていくことで今までは見ることができなかっ

ング」
「ライティング」
「スピー

た世界観や新しい発見がありました。英語力がつくのはもち

キング」の総合的な力をつけ

ろんですが、貴重な経験もたくさんできると思うので行って

ていくものでした。時々、イン

みて損はないと思います。行くか迷っている人は、行ける環境

タビューをするフィールドワー

にいるのなら是非行ってほしいと思います。

クや、
コンピュータを使用して
の学習などもありました。

約430,000円
（参加費550,000円−奨学金（給付）120,000円）
※上記以外に渡航費用（航空券代等）、個人負担となる費用が別途かかります。

語学研修（個人）体験談
中国語

台湾＜台北＞

春期

Homerton College - University of Cambridge
（イギリス・夏期休暇期間3週間）

http://english.web.shu.edu.tw/
台北市に本部を置く台湾の私立総合大学です。1956年にジャーナリスト

世新大学

の専門学校として創設され、1997年に総合大学になりました。新聞伝播、管
理、人文社会、法の4学部、19学科、20大学院があり、学生数は約12,000人
です。新聞伝播学部は台湾のジャーナリスト関係研究を代表する拠点とされ
ていて、マスコミ志望の学生が集う大学です。
応募受付

募集要項配付

約3週間

2021年10月頃

2021年10月頃

応募資格
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本学学部生
※休学中の学生、外国人留学生を除く

海外研修・留学ガイドブック 2021

経済学部経済学科2年生（研修時の学年）
私は高校時代に旅行でロンドンを訪れました。その時は外
国人とコミュニケーションを上手にとれず、悔しい思いをしま
した。そのため、英語力を高めてもう一度イギリスを訪れて

いて」とやさしく対応してくれました。
このような環境に飛び

英語を話すという強い気持ちから、
この研修を志望しました。

込んだことで、
「ありのままの自分を表現する大切さ」と、
どん

授業ではよりグローバルに活躍するために、物事を深く掘

研修期間

学外の宿泊施設

英語で話せるね！

ありのままで挑戦する自信が身に付いた

世新大学

滞在先

も大きな一歩だと感じました。

語学力

特に応募基準なし
約140,000円

費用

（参加費240,000円−奨学金（給付）100,000円）
※上記以外に渡航費用（航空券代等）、食費、個人負担となる費用が別途かかります。

り下げて討論などをするグローバルリーダーという授業を受

な拙い英語でも話す、自信がなくても行動する度胸がつきま
した。

けました。それぞれグループごとに課題を決めて英語でプレ

海外への憧れであったり、楽しみたいという理由だけでは

ゼンテーションをするという課題を与えられました。突如ネイ

なく、
しっかりと目的を持つことが大切です。最初は海外の生

ティブの英語の中に飛び込んだ私はまず何について話して

活に慣れなかったり、文化や言葉の面で苦労はすると思いま

いるかを理解する必要がありました。
このまま何も言わなけ

すが、そこでどれだけ自分の将来のことを見据えることがで

れば私が分からないまま話が進んでしまうと思い、思い切っ

きるかが重要です。留学は将来きっと役に立ち自信をつける

て「何について話しているかが分からないのでゆっくり話し

ことができます。この経験を日本に帰ってきたときにどう生

て教えてほしい」と伝えました。
すると面倒だなといった反応

かすかが大切だと思います。

を予想していた私とは裏腹に、
「もちろん教えるしなんでも聞

Study Abroad Guidebook 2021
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短期海外研修

夏期休暇、春期休暇期間を利用し、各国の文化を体験するとともに語学を勉強し

Short-Term Programme

ます。立正大学に所属する他の学生と渡航または個人での渡航となり、単位認定

文化研修

英語

マレーシア＜ペナン島＞

春期

はありません。

Culture Study Programme

Universiti Sains Malaysia

※研修内容は変更になる可能性がありますので、必ず募集要項を確認してください。

https://www.usm.my/

韓国語

韓国＜ソウル＞

ペナン島はマレーシアの首都クアラルンプールから飛行機で約1時間のところにあり、マ

夏期

レーシアの名門大学USMでの語学研修、壇信徒宅でのホームステイ、海外の仏教寺院の法要
参加など、多岐にわたりさまざまなことを経験できます。多様な民族が互いを尊重しながら共
存している温暖なペナン島の地で、人々との交流を通じて、異文化体験をします。

東国大学校
http://www.dongguk.edu/
東国大学校はソウルにキャンパスを持つ曹渓宗の仏教系総合私立大学で、

東国大学校

研修期間

応募受付

募集要項配付

約2週間

2021年10月頃

2021年10月頃

広大な校地を有し、大韓民国でも有数の大規模校です。禅と仏教に関する貴

Universiti Sains Malaysia

重な蔵書を有しています。
この学校には芸術学部内に演劇映画学科が設置さ

滞在先

寮および週末はホームステイ

語学力

特に応募基準なし

れており、韓国芸能界を代表する数々のタレント、映画俳優たちを輩出してい
ます。おしゃれで個性的な学生も多く通っています。
応募資格

研修期間

応募受付

募集要項配付

約2週間

2021年4月頃

2021年4月頃

滞在先

応募資格

語学力

寮

費用

本学学部生
※休学中の学生、外国人留学生を除く

2019年度
実績

本学学部生および大学院生
※休学中の学生、外国人留学生を除く

費用

2019年度
実績

約144,000円
（参加費244,000円−奨学金（給付）100,000円）
※現地研修費、宿泊費、航空券代等含みます。
※上記以外に食費、個人負担となる費用が別途かかります。

特に応募基準なし

文化研修体験談

約60,000円

苦手なことも
克服だね！

（参加費110,000円−奨学金（給付）50,000円）
※上記以外に渡航費用（航空券代等）、食費、個人負担となる費用が別途かかります。

少しでも英語に興味がある人や苦手な人にもオススメできるプログラム
英語

アメリカ＜グアム＞

春期

University of Guam（アメリカ・春期休暇期間2週間）
文学部文学科1年生（研修時の学年）

University of Guam

参加した理由は現段階の私の英語力がどのくらいあるの

https://www.uog.edu/
グアム大学はミクロネシア唯一の総合大学で、キャンパスは太平洋が一望
できるグアム島東部に位置しています。その広さは東京ドーム約10個分。美
しい緑に囲まれ、広々とした外国ならではのキャンパスライフを楽しむことが
可能です。学生数は約3,500名、国際色豊かでアットホームな雰囲気が特徴
的な大学です。
研修期間

応募受付

募集要項配付

約2週間

2021年10月頃

2021年10月頃

滞在先

応募資格
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ホテル

本学学部生
※休学中の学生、外国人留学生を除く

海外研修・留学ガイドブック 2021

語学力

費用

2019年度
実績

か確かめ、短い期間で少しでも英語力が上達すれば良いな

向上に繋がり積極的に話

と思い参加しました。
この研修を生かして次の留学に繋げて

すことの重要性にも気付

行きたいです。

きました。

登校日初日は簡単なライティングのテストと校内を回るオ

私はこの研修で海外に行

リエンテーションを行った後、先生と自己紹介や今後の目標

くのが初めてで、外国の方

などを決める面接を行いました。次の日からはリーディング、

と英語でコミュニケーショ

ライティング、スピーキングを行いました。特に、スピーキン

ンを取ることや一緒に行

グ力を上げるトレーニングが多く、自分の意見や1対1で意

くメンバーの方と過ごしていけるかなどと言った不安な気持

見を出し合ったり、前日の出来事をディスカッションしたりし

ちが大いにありました。
しかし、現地に着き現地の人、
グアム

ました。
University of Guam

れ た のでモチベーション

大学の学生、先生方はとても明るくフレンドリーなので不安

参加して分かったことは、英文はそんなに難しいことは言っ

な気持ちもだんだんなくなっていきました。一緒に行ったメ

ていないことが分かりました。最初は、あまり先生のスピード

ンバーともコミュニケーションを取り合い、助け合っていくに

特に応募基準なし

についていけず悔しい 思いをしましたが日が 経つにつれ

つれ仲良くなれます。2週間という短い期間ですが英語力の

段々聞き取れるようになり難しいことは言ってなかったのだ

向上にも繋がるので、少しでも英語に興味がある人や苦手

約289,000円

と実感しました。さらに、中学校・高校で学んできたことも生

な人にもオススメできるプログラムです。他にも文化のこと

かせることに気付きました。
また、授業や出発前に「自分が言

やグアムならではのことが色々学べて、今まで体験出来な

※現地研修費、宿泊費、航空券代等含みます。

う英文は合っているか、間違っていないか」と言う気持ちがあ

かったような楽しい経験をつむことが出来るので一石二鳥

※上記以外に個人負担となる費用が別途かかります。

り消極的でしたが、先生がよく
「Don t be shy‼」と言ってく

以上なことが得られます。

（参加費約389,000円−奨学金（給付）100,000円）
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短期海外研修

夏期休暇、春期休暇期間を利用し、現地の方とともに社会に役立つ活動ができ

Short-Term Programme

ます。ボランティアを通じ、現地の文化も学べます。個人での渡航のため、参加決

海外ボランティア

英語

アメリカ＜ユタ州またはアリゾナ州＞

夏期

春期

定後は、航空券の手配等、各自で渡航準備を行います。単位認定はありません。

Volunteer Programme

※研修内容は変更になる可能性がありますので、必ず募集要項を確認してください。

教師アシスタント

ユタ州

ホームステイをしながら、現地の小学校で授業サポートと教師体験を行

実施団体

一般社団法人 CIEE国際教育交換協議会

います。期間中最低一回、約20分〜30分間のオリジナル授業を1人で行い

各プログラムの詳細についてはCIEEのウェブサイト
（https://www.cieej.or.jp/exchange/index.html）
で確認してください。

ます。ホストファミリーとの生活で異文化体験をし、小学校で日米教育の違

アリゾナ州

いを発見できます。治安が良く、自然豊かな地域に滞在します。

英語

ヨーロッパ、北中米、
アジア

春期

夏期

研修期間

応募受付

国際ボランティアプロジェクト

ユースセンター・学校・公民館等の公共施設、
滞在先

テント、教会、水車小屋、古城、
ゲストハウスなど
※多くのプロジェクトで寝袋が必要です

世界約35か国、約800プロジェクトの中から選択可能なボラン
ティア活動です。世界中から集まる仲間とワークキャンプを行い、
自らの力でやり遂げることで成長を実感できます。遺跡・建築物、

応募受付

＜夏期＞2021年4月頃

募集要項配付

本学学部生および大学院生

応募資格

約2〜3週間

費用

＜春期＞2021年10月頃

＜春期＞2021年10月頃
＜夏期＞2021年4月頃
＜春期＞2021年10月頃

ホームステイ

語学力

日常会話ができるレベル

応募資格

2週間：202,000円
（参加費252,000円−奨学金（給付）50,000円）
費用
2019年度
実績

英語

本学学部生および大学院生

※上記以外に渡航費用（航空券代等）、個人負担となる費用が

※休学中の学生、外国人留学生を除く

別途かかります。

オーストラリア・ニュージーランド＜各都市から選択＞

プロジェクト内容によって異なる

夏期

環境保護

（参加費44,000円−奨学金（給付）未定）
※奨学金の額は研修地域、内容、期間等を考慮して
決定します
（最大50,000円）

＜夏期＞2021年4月頃

※上記以外に渡航費用（航空券代等）、

＜春期＞2021年10月頃

個人負担となる費用が別途かかります。

夏期

春期

ケアンズ

ムです。
さまざまな国から集まるボランティア6〜10名でチームを組み、植林や生態
シドニー

系整備などの保護活動を行います。大自然の中でワークキャンプを行うことで日本

春期
応募受付
募集要項
配付

「NPO活動支援」
「チャイルドケア」
「日本語教師アシスタント」
「シニア福祉」

オークランド

ブリスベン

チームメンバーと交流をしながら環境保護活動を行うワークキャンプ型プログラ

研修期間

アメリカ＜サンフランシスコ＞

4週間：215,000円
（参加費315,000円−奨学金（給付）100,000円）

とは真逆の季節を味わえます。環境保護の考え方や自然との関わり方を学びます。

英語

3週間：195,000円
（参加費270,000円−奨学金（給付）75,000円）

※休学中の学生、外国人留学生を除く

※1プロジェクトのみ応募可能

2019年度
実績

＜夏期＞2021年4月頃

滞在先

日常会話ができるレベル

語学力

自然、文化、社会福祉、教育や学びにかかわる活動に参加します。
研修期間

募集要項
配付

約2〜4週間

滞在先

約2〜4週間
＜夏期＞2021年4月頃
＜春期＞2021年10月頃
＜夏期＞2021年4月頃
＜春期＞2021年10月頃

語学力

応募資格

クライストチャーチ

メルボルン

2週間：81,000円

ボランティアハウス、
テント、

（参加費131,000円−奨学金（給付）50,000円）

キャビン、ホステルなど
費用

日常会話ができるレベル

2019年度
実績

3週間：94,000円
（参加費169,000円−奨学金（給付）75,000円）
4週間：108,000円
（参加費208,000円−奨学金（給付）100,000円）

本学学部生および大学院生

※上記以外に渡航費用（航空券代等）、個人負担となる費用が

※休学中の学生、外国人留学生を除く

別途かかります。

多種多様な文化が共存する北カリフォルニア最大の都市サンフランシスコ

英語

は、年間約2500万人が訪れる観光客に優しい街です。低所得者市民の生活
サポート、学童保育施設のアシスタント、学校で日本語教師のサポート、老人

オーストラリア・ニュージーランド＜シドニーまたはオークランド＞

夏期

春期

サンフランシスコ

ホームで入居者のケアなどを行うボランティアに参加します。
研修期間
約2〜4週間

応募受付

チャイルドケア

募集要項配付

＜夏期＞2021年4月頃

＜夏期＞2021年4月頃

＜春期＞2021年10月頃

＜春期＞2021年10月頃

オークランド
シドニー

ホームステイをしながら幼稚園・保育園でボランティア活動を行います。園児のケ
アや交流を通じて教育現場を体験します。日本とは異なる幼児教育現場を体験し、
子供の成長をサポートします。
また、ホームステイで生きた英語に触れられます。

滞在先

応募資格

レジデンス
（長期滞在者向けの民間寮）
本学学部生および大学院生
※休学中の学生、外国人留学生を除く

語学力

費用

2019年度
実績

日常会話ができるレベル
2週間：202,000円（参加費252,000円−奨学金（給付）50,000円）
3週間：200,000円（参加費275,000円−奨学金（給付）75,000円）
4週間：200,000円（参加費300,000円−奨学金（給付）100,000円）
※3人部屋の場合となります。
※上記以外に渡航費用（航空券代等）、個人負担となる費用が別途かかります。
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研修期間

応募受付
募集要項
配付

約2〜4週間
＜夏期＞2021年4月頃
＜春期＞2021年10月頃
＜夏期＞2021年4月頃
＜春期＞2021年10月頃

滞在先

ホームステイ

語学力

日常会話ができるレベル

応募資格

本学学部生および大学院生
※休学中の学生、外国人留学生を除く

● オーストラリア

2週間：179,000円（参加費229,000円−奨学金（給付）50,000円）
費用
2019年度
実績

3週間：189,000円（参加費264,000円−奨学金（給付）75,000円）
4週間：198,000円（参加費298,000円−奨学金（給付）100,000円）
● ニュージーランド

2週間：154,000円（参加費204,000円−奨学金（給付）50,000円）
3週間：158,000円（参加費233,000円−奨学金（給付）75,000円）
4週間：162,000円（参加費262,000円−奨学金（給付）100,000円）
※上記以外に渡航費用（航空券代等）、個人負担となる費用が別途かかります。
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英語

カナダ＜トロント・バンクーバー・ビクトリア・カルガリーから選択＞

夏期

春期

「地域サポート」
「環境保護」
「動物NPO活動支援」
バンクーバー

環境保護、動物保護、コミュニティサポートのいずれかの分野でボラ

トロント

自由でのんびりした環境です。
研修期間

応募受付
募集要項
配付

ビクトリア

約2〜4週間

滞在先

＜夏期＞2021年4月頃
＜春期＞2021年10月頃
＜夏期＞2021年4月頃
＜春期＞2021年10月頃

NPO活動支援（サンフランシスコ・春期休暇期間4週間）

心理学部臨床心理学科1年生（研修時の学年）
（参加費208,000円−奨学金（給付）50,000円）
3週間：164,000円

費用

日常会話ができるレベル

応募資格

アメリカ

2週間：158,000円

ホームステイ

語学力

挑戦する力！

自分の力で乗り越える力や、挑戦する力を得ることができた

カンガリー

ンティアを行います。現地のホームステイで自分の英語力を試せます。

海外ボランティア体験談❶

（参加費239,000円−奨学金（給付）75,000円）

2019年度
実績

4週間：166,000円
（参加費266,000円−奨学金（給付）100,000円）

本学学部生および大学院生

※上記以外に渡航費用（航空券代等）、個人負担となる費用が

※休学中の学生、外国人留学生を除く

別途かかります。

私は以前から留学やボランティア活動に興味がありまし

ありました 。しかし、活 動

た。高校生の時に国境なき医師団の方とお話しする機会が

先 のスタッフの 方に 名 前

あり、海外の貧困に関して興味を持っていました。大学に入

を覚えてもらえたため、
よ

学し、海外ボランティア研修があることを知り、自分の興味に

く仕 事 を 振って もらえ 、

あった研修で多くのことを学べるのではないかと思い、参加

リーダ ー のような 役 割を

を決めました。

担うことができました。新

研修内容は主にアメリカに住む低所得者層の方に向けた

英語

インドネシア＜スマランまたは中部ジャワ地域＞

夏期

春期

教えるなど普段は経験できないことを体験できました。さら

す。また、食料を地域のボランティア施設に郵送するために

に、日がたつにつれて英語でのコミュニケーションを取れる

必要な食料の箱詰めを
行いました。

日本語クラスサポート
一般の家庭にホームステイをしながら、地元の高校や大学、幼稚
園や小学校で日本語や日本文化の授業を補助します。経済成長が著
しく日本語を学ぶ人が多い国での活動になります。現地の生活を体
験できます。
研修期間

応募受付
募集要項
配付

約3〜4週間
＜夏期＞2021年4月頃
＜春期＞2021年10月頃
＜夏期＞2021年4月頃
＜春期＞2021年10月頃

滞在先

この研修に参加したからこそ、
自分の力で乗り越える力や、

ボランティアに参加し

挑戦する力など、今後の自分に必要なことを得ることができ

て、慣れない環境の中で

たのだと思います。
さらに、貧困者サポートという研修に参加

の 生 活 や 、活 動 中 に 求

したことで、今まで自分の知らなかったことに触れることがで

められる積極性に苦戦

き、今後も理解を深めていきたいと思えるテーマを見つける

し自信がなくなることも

ことができました。勇気をもって応募してよかったです。

3週間：46,000円

費用
日常会話ができるレベル(英語） 2019年度
実績

応募資格

ようになり、自信をつけることができました。

スマラン・中部ジャワ

ホームステイ

語学力

しい参加者に仕事内容を

支援を行いました。仕事内容は衣料、食料配給や食事提供で

本学学部生および大学院生

（参加費96,000円−奨学金（給付）50,000円）
4週間：50,000円
（参加費100,000円−奨学金（給付）50,000円）

海外ボランティア体験談❷

自分に出来る事！

※上記以外に渡航費用（航空券代等）、個人負担となる費用が
別途かかります。

※休学中の学生、外国人留学生を除く

今出来る事に精一杯チャレンジ
英語

ベトナム＜ハノイまたはホーチミン＞

夏期

児童福祉

オーストラリア チャイルドケア
（シドニー・夏期休暇期間3週間）

春期

文学部文学科2年生（研修時の学年）

ハノイ

孤児院または養護施設等で、孤児や障害を持った子ども達との交流
やケアを行います。子供を笑顔にするボランティアです。発展途上国の

ホーチミン

応募受付
募集要項
配付

約2〜4週間
＜夏期＞2021年4月頃
＜春期＞2021年10月頃
＜夏期＞2021年4月頃
＜春期＞2021年10月頃

滞在先

と考えていました。また、将来は幼稚園の先生になりたいと

が無い人に自分から声を

考えていた時期があり、
とても良い経験になるのではないか

掛けられるようになりまし

と考え、参加しました。

た。子供達もニコニコしな

語学力

応募資格

日常会話ができるレベル(英語)
本学学部生および大学院生
※休学中の学生、外国人留学生を除く

費用
2019年度
実績

がら近 寄って来てくれ た
事から、笑顔でいる事はどこの国でも素敵な事であると感じ

2週間：71,000円（参加費101,000円−奨学金（給付）30,000円）

絵本の読み聞かせ、折り紙やあやとりの指導、お絵かきのア

ました。

3週間：63,000円（参加費113,000円−奨学金（給付）50,000円）

ドバイス、ブロックやパズル遊びの相手になりました。その

ボランティアに参加する前は不安でしたが、実際に訪れて

際、私が全て作ってあげるのではなく、子供が自分で作品を

みると良い人ばかりで、困っている時は必ず誰かが助けてく

作るように促す努力をしました。

れました。大切な事は、自信が無くても積極的に周りの真似

● ハノイ

ボランティアハウス

4週間：55,000円（参加費125,000円−奨学金（給付）70,000円）
● ホーチミン

2週間：69,000円（参加費99,000円−奨学金（給付）30,000円）
3週間：61,000円（参加費111,000円−奨学金（給付）50,000円）

ボランティアに参加して、笑顔で積極的にたくさんの人と

をして、自信があるように英語を話す事であると私は感じま

4週間：53,000円（参加費123,000円−奨学金（給付）70,000円）

会話をする事が大切であるという事が分かりました。ボラン

した。限られた時間の中で、今の自分に出来る事に精一杯

ティアを始めた当初は余裕がありませんでしたが、仕事内容

チャレンジするのが、楽しむコツだと思います。

※上記以外に渡航費用（航空券代等）、個人負担となる費用が別途かかります。
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話をする、
または話した事

着させるのを手伝ったりしました。室内で活動をする時間は

※3人部屋の場合となります。
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に 慣 れていくと笑 顔で会

研修内容は主に子供の遊び相手になったり、上着や靴を

熱気を感じることができます。
研修期間

入学した時から、普段の授業で習う他国の歴史や、日本と
の文化の違いを、実際に現地へ赴き自分の体で体験したい
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短期海外研修

夏期休暇、春期休暇期間を利用して現地の企業の実習生として働くプログラム

Short-Term Programme

海外インターンシップ
Internship Programme

です。個人での渡航のため、参加決定後は、航空券の手配等、各自で渡航準備を行
います。単位認定はありません。

英語

オーストラリア＜シドニー＞

夏期休暇、春期休暇期間を利用して参加します。個人での渡航のため、研究の計
画、航空券や宿泊施設の手配等、全て学生自身で行います。単位認定はありません。

個人企画型

※研修内容は変更になる可能性がありますので、必ず募集要項を確認してください。

Individual Study Planning Programme

※研修内容は変更になる可能性がありますので、必ず募集要項を確認してください。

実施団体

短期海外研修
Short-Term Programme

OKC株式会社

夏期

春期

夏期

外務省の海外安全情報の

下記条件を満たす有意義な活動や、学習・調査・研究を自主的に

「外資企業」
「日系企業」
「旅行代理店」
「ホテル」
「メディア」
「マルチメディア」
「家具、
展示販売」
「カフェ・レストラン」
1週目は語学学校に通い、実習先で必要となる語学力を身につけます。オリエン
テーションにて、実習先でのマナーやインターンシップの心構えについて学びます。

応募受付

約4週間

＜夏期＞2021年4月頃

＜春期＞2021年10月頃

＜春期＞2021年10月頃

研修先

備を学生自身で行うこと。
2 2021年度の夏期・春期休暇中に実施する2週間〜6週間の研修

滞在先

語学力

ホームステイ
2年生以上の本学学部生および

応募資格

大学院生、PCスキルを持っていること
※休学中の学生、外国人留学生を除く

費用

2020年度
実績

または英検準2級以上
約255,000円
（参加費365,000円−奨学金（給付）110,000円）
※上記以外に渡航費用（航空券代等）、個人負担となる費用が別途かかります。

※TOEFL、TOEFL iBT、TOEFL ITPおよびETSはエデュケーショナル・テスティング・サービス(ETS)の商標登録です。
この印刷物はETSの検討を受けまたはその承認を得たものではありません。

憧れの海外！

の環境問題を中心に−（アメリカ）
・発展途上国の保育と先進国の保育の比較（カナダ）

応募資格

・ブレーメン大学における１ヶ月の語学コース（経営学に重点を絞った語学
講座と現地の企業の訪問）
（ドイツ）

＜夏期＞2021年4月頃
＜春期＞2021年10月頃
＜夏期＞2021年4月頃
＜春期＞2021年10月頃
現地で研修を行うのに必要な語学力
本学学部生および大学院生
※休学中の学生、外国人留学生を除く

奨学金

・ナスカ地上絵における景観調査（ペルー）

費用

・卒業論文のテーマである韓国仏教についての現地調査（韓国）

個人企画型体験談

約2週間〜6週間

最大200,000円

※金額は研修地域、内容、期間等を考慮して決定します。
※上記以外に個人負担となる費用が別途かかります。

チャンスを生かす！

海外で働くことの難しさを実感

チャンスを生かすも生かさないも、時間をどう過ごすかも自分次第

オーストラリア

カナダ（トロント・春期休暇期間6週間）

外資企業（シドニー・夏期休暇期間4週間）

経済学部経済学科2年生（研修時の学年）

心理学部対人・社会心理学科1年生（研修時の学年）

私が海外インターンシップに参加した理由は、高校生のときから

ていただきました。Excelを使った

海外留学をしてみたいと思っていたからです。1つのプログラムで

資料作成やプロジェクトの会議に

方に触れることで視野を広げたいと考えていましたが、決め手に

持って話すことが大事だというこ

多くのことを経験できるところに魅力を感じるとともに、金銭的に

参加しました。

なったのは友人との会話でした。言ってるだけでなく行動を起こさ

とです。間違い や通じないことを

以前から、海外で英語力を鍛えつつ、
より多様な価値観や考え

も欧州の留学プログラムよりも安価で参加でき、期間も1か月間

参加して分かったことは、日本の
会社に比べてそこまで時間に厳し

加しました。

くなく、ゆったりとした感じで業務が進められていくところです。就

びました。国際色豊かなクラスで毎日意見交換をしていたので、自

が続きません。自分には意見があ

業時間もまばらだったり、服装も決まっていなかったりと日本とは

分とは違う価値観や考え方に触れることができました。
アクティビ

りしっかり伝える意思があることを見せて、怖がらずにいるだけで

ちと一緒に英語を勉強しました。授業は先生が楽しく進めてくれま

違う点も多く見られました。指示されることがすべて英語であるこ

ティでは有名な観光地から現地の

相手も理解しようとしてくれて、会話もより楽しくなります。単語や

すし、授業内でペアを作って考え

とや担当者の方がインド系の方で訛りやイントネーションの違い

人に人気のスポット、市内のイベ

文法の知識があまりなくても、
とにかく喋り続ける他の生徒の姿勢

るなど、英語を多く用いることで

などもあり、聞き取ることが難しく海外で働くことの難しさを実感

ントなど様 々な 場 所を 訪 れまし

に何度も刺激されました。

英会話力が鍛えられたと思いま

することができました。

た。現地の文化や生活を体験でき

チャンスを生かすも生かさないも、時間をどう過ごすかも、自分

た上に、放課後や休日も交流を広

次第です。参加する目的と、それを達成する強い意志があるのな

海外研修・留学ガイドブック 2021

なければと強く思い、申し込むことを決めました。

ニケーションをとる上で、自 信を

と、充実した留学生活を過ごせるのではないかと考えたために参
研修内容は、初めの1週間は現地の語学学校で各国の留学生た
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応募受付

語学力

・カリフォルニアの環境保護団体（NGO）
と企業の環境保護への取組み−海

TOEICはエデュケーショナル・テスティング・サービス(ETS)の商標登録です。
この印刷物はETSの検討を受けまたはその承認を得たものではありません。

海外インターンシップ体験談

研修期間

募集要項
配付

※研修内容は変更になる可能性がありますので、必ず募集要項を確認してください。

＜参考＞過去の研修先と研修内容

TOEFL ITP 443点以上、TOEIC 420点以上、

国・地域での研修は認められません

計画であること。

遵守すること。
シドニー

危険レベルが1以下の国
※外務省の海外安全ホームページで警告が出ている

1 研修の企画、
航空券の手配や宿泊施設の手配等、全ての渡航準

4 「海外個人研修
（個人企画型）における安全についての指針」を

募集要項配付

＜夏期＞2021年4月頃

実施する計画が対象となります。

3 研修計画が安全であること。

2週目以降は各企業の担当者より指示を受けながら実習生として働きます。
研修期間

春期

研修内容は10〜15人のクラスに分かれて4技能を満遍なく学

恐れておどおどした話し方をして
いると、相手にも不安が移り会話

す。2週目以降はインターンシッ

1か月の中で、各国の留学生と友達になって話したり遊びに出

プとしてSwars International

かけたり、海外の会社で働くという普段できない貴重な体験をさ

めながら英語を話すことができま

ら、思いきって申し込んでみてください。留学をしたいけど、外向的

という現地の外資系建築会社で

せていただいたり、ホストファミリーとの交流を通して海外の生活

した。

じゃないし行動力も高くない、不安も多いからと躊躇っている人も

インターンシップの経験をさせ

を体験できたりと充実した留学生活を送ることができました。

参加して分かったことは、
コミュ

いると思いますが、そういう人こそ、挑戦してほしいと思いました。

Study Abroad Guidebook 2021
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中・長期留学

海外協定大学の語学コースを履修する留学制度です。語学力を身につけます。

Mid to Long-Term Programme

留学先で取得した単位が卒業単位として認定される場合があります。秋に開始す

語学留学

英語

カナダ＜ビクトリア＞

春留学

るもの（秋留学）
と、春に開始するもの（春留学）があります。

Language Study Programme

※研修内容は変更になる可能性がありますので、必ず募集要項を確認してください。

University of Victoria
https://www.uvic.ca/

英語

ニュージーランド＜ダニーデン＞

春留学

秋留学

University of Victoria

ビクトリア大学は、カナダの西海岸、バンクーバー島の南端にあります。街
の中心からバスで20分のキャンパスは、1963年に設立され、美しい自然に
囲まれた公園のようでビーチへも歩いて行けます。同大学の英語センターは

University of Otago
https://www.otago.ac.nz/

1970年に設立され、毎年約2,200名の学生が英語を学んでいます。キャン
University of Otago

パスの中心にあるので、学生会館、スポーツジム、
カフェテリア等へのアクセ
スも便利です。

スコットランド文化を色濃く残す、美しい街ダニーデンにあるニュージーランド
で最も古い大学です。南島で唯一医学系学科を持つ高等教育機関として多くの学
生が医学、薬学、歯学、理学療法学を学んでいます。学生数20,000人以上の広大
なキャンパスで、様々な国籍の学生達とともに学ぶことができます。
留学期間

応募受付

募集要項配付

＜春留学＞約6カ月

＜春留学＞2021年6月頃

＜春留学＞2021年4月頃

＜秋留学＞約7カ月

＜秋留学＞2022年1月頃

＜秋留学＞2021年11月頃

滞在先

応募資格

ホームステイ

TOEFL iBT で40点以上またはTOEFL ITP で450点以上

語学力

募集要項配付

約4カ月

2021年6月頃

2021年4月頃

滞在先

ホームステイ

応募資格

語学力

費用

本学学部生および大学院生

過去実績

※休学中の学生、外国人留学生を除く

TOEFL iBT で40点以上またはTOEFL ITP で450点以上
※TOEFL iBT で37点以上またはTOEFL ITP で430点以上で応募可

授業料：約CA$6,000
宿泊費：約CA$3,746（奨学金（給付）400,000円）
※渡航費用（航空券代）等除く
※留学中の本学授業料50,000円/期

授業料：約NZ$8,694、宿泊費：約NZ$7,420（奨学金（給付）400,000円）

過去実績

※休学中の学生、外国人留学生を除く

応募受付

※TOEFL iBT で37点以上またはTOEFL ITP で430点以上で応募可

費用

本学学部生および大学院生

留学期間

※上記以外に渡航費用（航空券代等）、個人負担となる費用が別途かかります。

※渡航費用（航空券代）等除く
※留学中の本学授業料50,000円/期
※上記以外に渡航費用（航空券代等）、個人負担となる費用が別途かかります。

英語
韓国語

韓国＜江原道＞

春留学

University College Cork
https://www.ucc.ie/en/

https://www.hallym.ac.kr/

翰林大学校

ソウルから電車で2時間、春川市の中心部付近にある私立大学です。学校から
徒歩15分ほどの場所にある春川明洞は、日本における韓流ブームのきっかけと
なったドラマ「冬のソナタ」の撮影地として有名です。
応募受付

コーク大学は1845年に設立されたアイルランドで最も古い国立大学の一つで
す。コークはアイルランド第二の都市で、観光都市というよりも市内を徒歩で回れ
る地方の小規模の街です。豊かなアイルランド文化が育まれ守られている街であ
り、落ち着いた雰囲気です。
また、他の国と比べて比較的日本人も少ないため、英

募集要項配付

＜春留学＞2021年6月頃

＜春留学＞2021年4月頃

＜秋留学＞約5カ月

＜秋留学＞2022年1月頃

＜秋留学＞2021年11月頃

寮

語学力
右記いずれか

留学期間

応募受付

募集要項配付

約6カ月

2022年1月頃

2021年11月頃

①ハングルの科目を履修し単位を取得済み
②ハングル能力検定試験3級以上に合格

滞在先

ホームステイ

語学力

③韓国語能力試験2級以上に合格

応募資格

本学学部生および大学院生
※休学中の学生、外国人留学生を除く

University College Cork

語に集中して留学生活を過ごすことができます。

＜春留学＞約4カ月

滞在先

秋留学

秋留学

翰林大学校

留学期間

アイルランド＜コーク＞

費用
過去実績

授業料：免除、
宿泊費：約US $600〜US $1,300（奨学金（給付）150,000円）
※渡航費用（航空券代）等除く
※留学中の本学授業料50,000円/期

応募資格

本学学部生および大学院生
※休学中の学生、外国人留学生を除く

費用

TOEFL iBT で40点以上またはTOEFL ITP で450点以上
※TOEFL iBT で37点以上またはTOEFL ITP で430点以上で応募可

授業料：約€4,920、宿泊費：約€5,280（奨学金（給付）400,000円）
※渡航費用（航空券代）等除く
※留学中の本学授業料50,000円/期
※上記以外に渡航費用（航空券代等）、個人負担となる費用が別途かかります。

※上記以外に渡航費用（航空券代等）、個人負担となる費用が別途かかります。
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英語

アメリカ＜ポートランド＞

英語

秋留学

ベトナム＜ハノイ＞

University of Southern Maine

Hanoi University

https://usm.maine.edu/

Hanoi University

http://internationalofﬁce.hanu.vn/

品川区の姉妹都市、
メイン州のポートランドにある大学です。ポートランド

University of Southern Maine

ハノイ大学は首都ハノイの郊外にある名門の国立大学です。外国語教育が

はアメリカ北東の端にある海沿いの歴史的な美しい町であり、
メイン州で一

ベトナム国内で最高レベルの評価を受けています。また、学生数約12,000

番古い灯台が街のシンボルとなっています。
メイン州はアメリカで最も安全な

人、留学生数は約600人を擁するベトナムを代表する総合大学として知られ

州の一つであり、
「vacation land」としても知られています。四季がはっきり

ています。多数の言語コースがありますが、立正大学は英語コースを受講し

しており、様々なスポーツやレジャーが楽しめます。

ます。

留学期間

応募受付

募集要項配付

留学期間

応募受付

募集要項配付

約4カ月

2022年1月頃

2021年11月頃

約5カ月

2022年1月頃

2021年11月頃

滞在先

応募資格

英語

寮

語学力

費用

本学学部生および大学院生
※休学中の学生、外国人留学生を除く

カナダ＜カルガリー＞

過去実績

TOEFL iBT で40点以上またはTOEFL ITP で450点以上
※TOEFL iBT で37点以上またはTOEFL ITP で430点以上で応募可

滞在先

授業料：約US$4,434、宿泊費：約US$4,913
応募資格

（奨学金（給付）400,000円）
※渡航費用（航空券代）等除く

寮

本学学部生および大学院生
※休学中の学生、外国人留学生を除く

語学力

費用
過去実績

TOEFL iBT で40点以上またはTOEFL ITP で450点以上
※TOEFL iBT で37点以上またはTOEFL ITP で430点以上で応募可

授業料：免除、宿泊費：免除
（6〜8人部屋の場合、個室は一部免除。）
（奨学金（給付）100,000円）
※渡航費用（航空券代）等除く

※留学中の本学授業料50,000円/期

※留学中の本学授業料50,000円/期

※上記以外に渡航費用（航空券代等）、個人負担となる費用が別途かかります。

※上記以外に渡航費用（航空券代等）、個人負担となる費用が別途かかります。

秋留学

語学留学体験談

University of Calgary

異なる文化を
学べるね！

固定されない柔軟な着眼点を持つ能力が身についた

https://www.ucalgary.ca/

University of Victoria（カナダ・春留学4カ月間）

世界有数の観光地バンフ国立公園など、大自然に囲まれたカナディアン

文学部文学科3年生（留学時の学年）

ロッキーの麓、
カルガリーにある大学です。英語を学びながらカナダの大自然
を感じることができます。
カルガリー大学には広大なキャンパスがあり、
カナ

私は高校一年時に数週間のホームステイを経験しました。その

実 際 に 自 国 と異 な る 文

ダで5番目の規模を誇る大学図書館をはじめ、
スポーツ施設、
コンピューター

時初めての海外だったという事もあり、異文化差異が新鮮で興味

化 、言 語 で 生 活 することで

室など学生生活に必要な設備が整っています。

を持つようになりました。この経験から海外と日本の文化的差異

様々な刺激を得ることがで

について理解し、海外の文化を学ぶと同時に日本の文化も発信し

きました。この留学によって様々な人に出会い異なる価値観に触

留学期間

応募受付

募集要項配付

約7カ月

2022年1月頃

2021年11月頃

滞在先

応募資格
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秋留学

ホームステイ

本学学部生および大学院生
※休学中の学生、外国人留学生を除く

海外研修・留学ガイドブック 2021

語学力

費用
過去実績

University of Calgary

TOEFL iBT で40点以上またはTOEFL ITP で450点以上
※TOEFL iBT で37点以上またはTOEFL ITP で430点以上で応募可

授業料：約CA$8,400、宿泊費：約CA$7,000
（奨学金（給付）400,000円）

ていきたいと志すきっかけとなりました。今回の留学前に日本語を

れ、固定されない柔軟な着眼点を持つ能力が身についたと思いま

学びに訪れた留学生をサポートするボランティア活動に参加した

す。
カナダの最も素敵な点は移民大国の一つで多国籍なので他人

際、異文化理解を深めた状態で世界中の人と交流を深め、更なる

の国籍、文化を否定することはないことだと感じます。新しい物事

国際化を進めていきたいと考えたことも応募動機です。

を受容することに対して、寛容で愉快な人ばかりでした。

今回の留学では主に授業は毎回宿題として予習が課された範

今回の留学が想像以上に価値のある素晴らしい経験になった

囲を深く掘り下げていくという内容でした。短期間で教科書を全て

ことは私一人だけの力ではなく、たくさんの人からのサポートが

終わらせるということだったので課題の量は多く、授業の進むス

あって成り立ったことなので感謝しきれません。
この経験から得た

ピードも早いと感じましたが、先生と生徒の距離がとても近いので

知識を更に向上させる為にこれから様々なことに挑戦していきた

気軽に質問できました。また毎週プレゼンテーションが１、2個課

いです。留学前は楽しみと不安が半々でしたが同じ留学を体験し

※渡航費用（航空券代）等除く

されましたが、その内容は決して堅苦しいテーマではなく紹介し

た先輩のお話を伺い、
アドバイスを頂き助けていただきました。先

※留学中の本学授業料50,000円/期

たい映画やビクトリアの建造物についてなど、誰もが気軽に楽し

輩のように私も約4ヶ月の留学体験に誇りを持ち、
この経験を発信

※上記以外に渡航費用（航空券代等）、個人負担となる費用が別途かかります。

めるものでした。

して誰かの助けになることができたらと思います。
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中・長期留学

海外協定大学で専門科目等を履修する留学制度です。自分が学びたいことを外

Mid to Long-Term Programme

国語で学びます。語学力を向上させるための授業ではなく、派遣先大学の学生及

交換留学

が必要になります。留学先で取得した単位が卒業単位として認定される場合があ
ります。秋に開始するもの（秋留学）
と、春に開始するもの（春留学）があります。
※内容は変更になる可能性がありますので、必ず募集要項を確認してください。

文学部文学科3年生（留学時の学年）

University of Otago
https://www.otago.ac.nz/

University of Otago

スコットランド文化を色濃く残す、美しい街ダニーデンにあるニュージーラン
ドで最も古い大学です。南島で唯一医学系学科を持つ高等教育機関として多
くの学生が医学、薬学、歯学、理学療法学を学んでいます。学生数20,000人以
上の広大なキャンパスで、様々な国籍の学生達とともに学ぶことができます。
留学期間

応募受付

募集要項配付

約11カ月

2021年6月頃

2021年4月頃

応募資格

寮またはフラット

語学力

本学学部生および大学院生

費用
過去実績

※休学中の学生、外国人留学生を除く

その土地の生活を肌で感じることができるのが留学の醍醐味
University of Sothern Maine（アメリカ・秋留学9カ月間）

春留学

ニュージーランド＜ダニーデン＞

滞在先

「話す」を
学べるね！

び各留学生とともに「外国語で専門科目を履修」するため、一定水準以上の語学力

Exchange Programme

英語

交換留学体験談❶

私は、1年生の春期休暇中にカナダのビクトリア大学に語学研

私たち日本人はグラマー

修に行きました。現地で使われている英語やカナダの文化につい

に精通しており筆記が 得意

て学ぶことができ、再び留学がしたいと考えるようになりました。

ですが、スピーキングや発音

国際交流サークルに所属していた私は、立正大学に学びに来る留

に 苦 手 意 識を持っているこ

学生のサポートを行う機会が多くありました。全く異なった文化の

とが 多く、対して、他 国 の 留

中で生きてきた留学生達との会話は学ぶことも多くあり、
とても楽

学生はグラマーに苦手意識

しかったのですが、自分の語力にもどかしさを感じることもありま

を持っていますが、流暢に話

した。将来、英語を使う職に就きたいとも考えていたので、長期間

す人が多いと感じました。外国人数が増加傾向にあり、グローバ

である交換留学に参加することで、英語力をさらに向上させたい

ル社会に変遷している現代日本では、
「話す」ことに特化したプロ

と考え応募しました。

グラムを施行することは、将来の日本にとって重要であると感じま

春学期は、
リーディング、グラマー、コミュニケーションの3つの

TOEFL iBT で61点以上またはTOEFL ITP で500点以上
※TOEFL iBT で55点以上またはTOEFL ITP で480点以上で応募可

ESLのクラスに加え、パブリックスピーキングの授業を履修しまし

この留学では、英語を学ぶだけでなく、実際にアメリカで生活す

た。パブリックスピーキングでは、紹介するスピーチ、説得するス

ることで文化や生活様式について学べたと考えます。英語を学ぶ

ピーチ、パワーポイントを使ったスピーチ、楽しませるスピーチの4

ことや国際交流は日本でできますが、その土地の生活を肌で感じ

つのテーマに沿ってスピーチをしました。秋学期に比べ、
クラスの

ることができるのが留学の醍醐味の一つだと思います。

授業料：免除

レベルが上がり、講義を受講したので、少し難しかったですが、や

宿泊費：約NZ$12,300（フラットの場合）
（奨学金（給付）300,000円）

りがいを感じました。

※渡航費用（航空券代）等除く

した。

※留学中の本学授業料50,000円/期

※上記以外に渡航費用（航空券代等）、個人負担となる費用が別途かかります。

交換留学体験談❷
英語

アメリカ＜ポートランド＞

秋留学

University of Southern Maine
https://usm.maine.edu/

何事にも興味を持ち、やってみたいと思うことに挑戦してみることが大事
University of Otago（ニュージーランド・春留学9カ月間）
文学部文学科2年生（留学時の学年）

品川区の姉妹都市、
メイン州のポートランドにある大学です。ポートランド
はアメリカ北東の端にある海沿いの歴史的な美しい町であり、
メイン州で一

私がこの交換留学に申し込んだ理由は、まず初めに自分の最

直し、改善、実行をすること

番古い灯台が街のシンボルとなっています。
メイン州はアメリカで最も安全な

も興味がある心理学を英語で学びたいと思ったからです。前々か

でいい方向へ向きます。例え

ら大学在学中に心理学をしっかり学びたいと考えていたところ、

ば、自分の場合、内気なまま

このプログラムを見つけ、2年生進学と同時に申し込みを決意し

だと留学前に掲げた目標、自

ました。

分がしたいことができないと

州の1つであり、
「vacation land」としても知られています。交換留学生は専
門科目とELS(英語クラス）
を履修します。
留学期間
約10カ月
滞在先

応募資格

応募受付

募集要項配付

2022年1月頃

寮

本学学部生および大学院生
※休学中の学生、外国人留学生を除く

University of
Southern Maine

ほとんどの科目では週に1〜3個の授業があり、授業時間は約1

2021年11月頃

語学力

費用
過去実績

TOEFL iBT で61点以上またはTOEFL ITP で500点以上
※TOEFL iBT で55点以上またはTOEFL ITP で480点以上で応募可

授業料：免除
宿泊費：約US$9,826（奨学金（給付）300,000円）
※渡航費用（航空券代）等除く

※留学中の本学授業料50,000円/期

※上記以外に渡航費用（航空券代等）、個人負担となる費用が別途かかります。
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自分を変える
チャンス！
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思い、改善してできるだけ外

時間と設定されていますが50分で終わる授業がほとんどです。
こ

交 的 に なるようにし、パ ー

れに加え、各科目には授業外にチュートリアルの時間が設けられ

ティーへ 行ったりしました 。

ており、少人数制のクラスで生徒が先生に対して質問したり、話し

おかげで輪が広がり、彼らと共にJapan

合ったりできます。科目によりますが、時間割を自分で組むことが

ントを主催することができました。
このように留学中、自分を変える

できるので、教授に頼めばチュートリアルの日時を変更することが

チャンスはたくさんあります。まずは人を知ろうとすることから始

できます。
このように生徒と教授間の距離が近いので、堅苦しくな

めると色々と学ぶことができ、自分の中でしたいこと、
できることの

く、
リラックスした状態で自分のしたいことを学ぶことができます。

視野が広がるはずです。

campという大きなイベ

何事にも興味を持ち、やってみたいと思うことに挑戦してみるこ
とは留学中、特に大事だと思いました。目的を持って取り組み、見

Study Abroad Guidebook 2021
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キャリアに生かす留学体験

学部の海外プログラム

経済学部

心理学部

カルガリー大学

心理学部海外提携校

オンライン語学研修

交流プログラム

対象

対象

経済学部または経済学研究科に在籍中の学生

心理学部生

キャリアに生かす留学体験❶
在学中に参加したプログラム

今になっても
『カナダにいた時に戻りたい』と思うくらい、
留学は楽しい時間でした
SMBC日興証券株式会社

FC（ファイナンシャルコンサルティング）課

文学部文学科英語英米文学専攻コース

2019年度卒業

ー現在の職業を志したきっかけや動機は？
『人として成長できる企業で働きたい』という思

内容

翰林大学社会科学部心理学科との学術交流に関する

「オンデマンド授業」を組み合わせた英語研修

協定にもとづく、交換留学生。心理学・韓国語学修。

大学

大学

University of Calgary（カナダ）

翰林大学社会科学部心理学科（韓国）

く、帰国しても勉強のモチベーションを高く
保つことができました。

いがありました。金融ビジネスを通じて世の中を

内容

月〜金の1日5時間×5週間、
「リアルタイム授業」と

語学留学 University of Victoria
（カナダ・春留学5カ月間）

支えているスケールの大きさや、世界中でビジネ

ー海外留学で培った力で、現在の職業に結

スを展開している証券会社に魅力を感じたことが

びついていることは？

きっかけです。SMBC日興証券を選んだ理由は、

海外の株式や発行体について調べる際

数ある証券会社の中でも社員の多様性を尊重し、

に、その企業が発行する決算レポートや海

個人としても会社としても今後成長できる環境が

外 の 新 聞を読んだりします。日 本 語では

整っている素晴らしい企業だと感じたからです。
ー在学中に留学を考えた動機・目的は？
専攻が英文学だったこともあり、専門性を身に

載っていないような情報が得られて、お客様に付加価値を提供す
ることができています。いずれは日本企業の海外進出や、クロス
ボーダーのM&A案件などのビジネスに関わっていきたいと思っ
ています。

つける上で海外で勉強することは必須だという漠

期間
5週間

期間
1年間

然とした思いが入学前からありました。日本にいながら言語を学
ぶよりもずっと濃い時間を過ごせると思ったからです。国際交流セ
ンターの留学フェアを通じて参加を決めました。
ー語学留学先のビクトリア大学について教えてください。

補助
あり

補助
なし

ビクトリア大学のランゲージセンターに通い、少人数のクラスに

単位認定

あり

あり
学部規程により単位を認定する

てはなかなかお会いできない経営者や富裕層の方々ともお仕事
をさせていただいていることに、大きな誇りと責任を感じていま
す。自分が一生懸命考えて提案した商品や運用策にご満足頂け
て、ありがとうとおっしゃっていただけた時は特にやりがいを感じ

あるかと思いますが、私のクラスではとにかく英語で自分の思いを

ます。

伝えるという機会が多かったです。日本では経験しなかった授業ス
ー今後の夢や目標は？

湾、チリ、
メキシコ、
ドイツなど世界各国から来た留学生がいて、お

語学スキルがあっても、専門的な知識がなければ仕事はできま

互いのカルチャーを理解し合うのがとても楽しかったことを覚えて

せんので、今は資格の取得や専門性を磨くための勉強の日々で

います。

す。証券会社は、世界中にネットワークがありますので、将来は海

ー留学中に特に頑張って取り組んだことは？
友人をたくさん作ることです。私は現地の大学だけでなく、ロー

※今後、新型コロナウイルス感染症の影響により、変更となる場合があります。

主に株式、債券、投資信託などの金融商品を通じて、お客様の
資産形成や運用のアドバイスを行なっています。普段生活してい

分かれて学びました。学ぶというと机に座って勉強するイメージが

タイルでした。同じクラスには韓国、
ブラジル、サウジアラビア、台

単位認定

ー現在の職業について教えてください。

カルなサッカーチームに参加したり、友人の知り合いなどを紹介し

外の投資家とビジネスをする部署で働きたいと思っています。ま
た、会社の制度で海外留学や海外拠点でのトレーニー制度があり
ますので、結果を出してチャンスを得られるように頑張りたいと思
います。

てもらって一緒に旅行へ行ったりと、大学内外でなるべく多くの人
と関わるように意識していました。自然と英語を話すようになるの

ーこれから海外研修・留学を希望する後輩たちへのメッセージを

で、いい練習になりました。仲良くなった友人は、日本へ来た時に

お願いします。

泊めてあげたり、逆に私が彼らの国に行った

私自身、今になっても『カナダにいた時に戻りたい』と思うくら

時に会いに行ったり、今でも深い交流があり

い留学は楽しい時間でした。
また、私の

ます。

周りにも、留学に行って後悔した人は１
人もいません。留学に対して不安な気

ー海外留学を通しての変化はありましたか？

持ちを持っていたり、迷っている方は、

価値観が大きく変わったと思います。カナ

是非一度、国際交流センターへ足を運

ダは移民大国で様々なルーツを持つ人が多

んでみてください。職員の方々が全面

いのですが、各々の文化、バックグラウンド、

的にサポートしてくださいます。大学生

歴史など、知らない事が多く、
まだまだ自分は

活の1つのイベントとして、留学を検討

浅学非才の身だなと痛感しました。また、留

してみてください。

学の経験を無駄にしたくないとの思いが強
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キャリアに生かす留学体験
キャリアに生かす留学体験❸

キャリアに生かす留学体験❷

大学生のうちに世界を垣間見れたことは、

在学中に参加したプログラム

今の自分に大きな影響をもたらしています

交換留学 University of Otago
（ニュージーランド・春留学10カ月間）

英会話教室・講師兼事務局員
文学部文学科英語英米文学専攻コース

ー現在の職業を志したきっかけや
動機は？
大学生の頃、私自身英語の習得
に力を入れていたこともあり、卒業
後は英語教育に携わる仕事に就き
たいと考えていました。在学中の語
学研修や交換留学を経て、
さらに英
語の重要性を感じました。英語を一
から勉強してきたことで、同じように英語を習得しようと頑張って
いる人たちのために何か私にもできることがあると思い、現在の
英会話教室に就職することを決めました。
ー在学中に留学を考えた動機・目的は？
幼い頃から海外ドラマなどをよく見ていた影響で、漠然と外国で
の生活に憧れを抱いていました。
また他の国に住む人たちと出会
い、その国の文化を知ることは自分の視野を広げる大きなチャン
スになると思いました。そんな時、国際交流センターで見つけたの
がカナダの語学研修でした。語学研修は1ヵ月の短いプログラム
だったため、もっと長期で留学をしたいという思いから、交換留学
に行くことを決意しました。
ー交換留学先のオタゴ大学について教えてください。
オタゴ大学では、広いキャンパスの中に川が流れていて、休み時間
には芝生の上で日光浴をしている生徒を多く見かけました。また
キャンパス内にある大きな図書館はいつも学生で賑わっていて、本
当に皆さん勉強熱心な様子が伺えました。私が履修した授業は、言
語学、中国語、アジア文化の３つです。講義型の授業と、参加型の
チュートリアルといった少人数クラスが教科ごとにあり、講義で習っ
た内容はチュートリアルで実践するような仕組みとなっていました。
ー留学中に特に頑張って取り組んだことは？
最初の頃は授業についていくのに精一杯で、休みの日も図書館
で過ごして1日が終わってしまうことがよくありました。
しかしせっ
かくニュージーランドまで来ているので、勉強以外の活動にも時間
を使うべきだと思い、
クラブ活動や、旅行、友達とのイベントにも積
極的に参加するよう心がけました。そのおかげで、忙しい中でも息
抜きをする時間を見つけるコツが身につき、以前よりもメリハリの
ある生活ができるようになったと思います。
ー海外留学を通しての変化はありま
したか？
なんでもやってみよう、
という度胸
がつい たことだと思います。留学中
は楽しいことばかりでなく、失敗や辛
い思いをしたこともたくさんありまし
た。そんな中でも、周りの友達や遠く
に居ながらも励ましてくれた家族の
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自分と向き合う時間が与えられていました
ANA中部空港株式会社 旅客サービス部所属
文学部文学科英語英米文学専攻コース

2019年度卒業

存在もあり、様々な壁を乗り越えること
ができました。そこで自分の中に、大き
な自信がつきました。留学を通して語学
力が見についたり、視野が大きく広がっ
たりと得られたものは様々ですが、学生
のうちにこういった困難や挫折を身をもって経験できたことは自
分にとって大きな財産になったと感じています。
ー海外留学で培った力で、現在の職業に結びついていることは？
実際に英語圏の国へ行き、その土地の文化や言葉を肌で感じる
ことができたことは今の仕事へ直接結びついていると思います。
また教えている生徒さんの中には留学を視野に入れている人も
少なくないため、私なりのアドバイスが求められたり、相談を受け
るような機会もあります。
これから益々、英語の需要は高まる一方
だと思うので、様々な目標を持った生徒さんのサポートをしてい
けるような仕事がしたいと思っています。
ー現在の職業について教えてください。
教室に通っている生徒さんのサポートと、英会話の指導をして
います。生徒サポートでは、
カウンセリングや日々の声掛けを通し
て生徒さんとコミュニケーションをとり、みなさんが安心して通学
していただけるようサポートします。また授業では、5歳のお子様
から高校生の学生を中心に、英会話や資格試験対策のクラスを担
当しています。教えている生徒さんが楽しそうに授業へ参加して
いる姿をみると、
とても嬉しく思います。
ー今後の夢や目標は？
今年は就職をして1年目ということもあり、仕事を覚えて日々の
業務をこなすことで精一杯でしたが、来年は、英検やIELTSなど資
格試験に合格をし、講師としてのスキルをさらに高めていくことが
目標です。
また、将来的にはワーキングビザを取得して海外で仕事
もしてみたいと思っています。
ーこれから海外留学を希望する後輩たちへのメッセージをお願い
します。
大学時代は非常に貴重な4年間だと思います。
どのように過ご
すかは、自分次第なところがあります。留学を考えている人は、是
非挑戦してみてくださいね。私も留学前は不安になることがよく
ありました。友達はできるか、授業についていけるか、ホームシッ
クにならないか、など考えだすときりがなかったです。ただ今振り
返ると、留学をして後悔をした点は一つもありません。それより
も、現地で出会った友達、日々の何気ない生活、失敗や挫折など、
すべてひっくるめて私の大切な思い出、そして経験です。大学生の
うちに世界を垣間見れたことは、今の自分に大きな影響をもたら
していると思っています。みなさんも、留学を通して素敵な経験を
してください。応援しています！

在学中に参加したプログラム

苦労があったからこそ、

語学留学 University of Calgary
（カナダ・秋留学7カ月間）

2017年度卒業

ー現在の職業を志したきっかけや動機は？

して就職をするか、もう1年留学し

英語に触れながらこの先仕事をしていき

ようか悩みました。自分のしたい

たいと思い、航空業界を志望しました。訪日

ことを必死に考えた結果、英語を

外国人とのファーストコンタクトとなる、空

使った仕事をしようと決め、業界

港の仕事に興味を持ち、英語を身近で感じ

を絞って就職活動を進めていきま

つつ、日本のおもてなしをする素晴らしい

した。留学先では、私のように英語が第二言語となる人々がたくさ

職業だと感じ、就職活動を進めました。

んいて、彼らの国の生活スタイルや独自の文化を知ることができ、
英語以外の部分でも、自分の成長に繋がりました。

ー在学中に留学を考えた動機・目的は？
将来就職するにあたって大学時代の経験を生かしたい、今後、社

ー現在の職業について教えてください。

会と渡り合っていく為には、何を自身の武器にすればよいかを考え

ANAの旅客サービス部に所属し、中部国際空港で働いていま

た時、英語が好きならば、自身の英語力の向上が必要だと思い、留

す。3年目を迎え国際線を中心にチェックインやゲート業務を行

学を志しました。

い、日常生活で英語に触れることを意識しています。私の担当する
外交便は中国のお客様が多くいらっしゃるのですが、中国語を少

ー留学先のカルガリー大学について教えてください。
文法、読解、
オーラルに分かれており、
レベルに合ったクラスで英
語力を磨きました。
ディベート方式やディスカッションを重視してい

しずつ覚えながら、
ご希望に添えるフライトになるよう異文化理解
に務めています。これからも更なる受託外航に備え、言語の知識
収集を怠らず、精進していきたいと思います。

た為、自分の考えを伝えいくことが必要で、いつもクラスは明るく、
画期的な授業でした。その後は課外活動のプログラムに積極的に
参加しました。英語を覚える上で、自主学習も怠ることなく、外に出
かけては人とのコミュニケーションを意識しました。

ー今後の夢や目標は？
現在は旅客部として前線に立ってお客様に接していますが、あ
りがたい事に徐々にお客様から感謝される機会が増えました。も
う一歩踏み込んだ提案をすることで、100%以上の満足感を味

ー留学中に特に頑張って取り組んだことは？

わって頂けるようになり、数多くの言葉を頂戴しています。その経

留学当初は、頭の中で考え、文章にしてから話すということをし

験を生かし、ANAのフライトオペレーション部において、運行支援

ていた為、
コミュニケーションが上手く取れず、
レスポンスに苦しみ

をしていきたいと考えています。乗務員に適切な飛行経路をお伝

ました。
また、理解したかのように受け答えしてしまい、友達やホス

えするのはもちろんのこと、旅客部と連携しながら、定められた基

トファミリーと親密に距離を縮めることができず、たくさん迷惑を

準時間の中で、きちんと搭乗が出来るように必要な情報を提供し

かけました。それからは、聞き取れなかったことは、必ず聞き返し、

ていきたいと考えています。

理解出来るまで待ってもらうように心がけ、定型文集を毎日熟読
し、使えるフレーズは素早く話せるようにしました。

ーこれから海外研修・留学を希望する後輩たちへのメッセージを
お願いします。

ー海外留学を通しての変化はありましたか？

大学生活の限られた時間をどのように有効活用するかはとても

価値観が180度変わりました。日本人の消極的な部分が発言や

大切になります。留学資金や海外生活の不安なこと、決断に躊躇

態度に大きく影響していたことに気付きました。自分自身をもっと

することも多くあると思います。
ですが、今こうして振り返ってみる

主張していかなければ、取り残されたり、会話についていけなくな

と、苦労があったからこそ、今の仕事に

るシーンが多々ありました。そこで、決して妥協をせずに、分からな

就き、自分と向き合う時間が与えられて

いことは素直に分からないと自己主張することを意識し、コミュニ

いたと感じています。留学で得たものは、

ティに溶け込めるように努力しました。

かけがえのない時間であり、絶対に後悔
しないと断言できます。貴重な大学生活

ー海外留学で培った力で、現在の職業に結びついていることは？
留学から戻ったタイミングが4年生になる直前であった為、卒業

ですので、自分の信じる道に挑戦してみ
て下さい。応援しています。
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キャンパスでの国際交流

国際交流センター主催の講座・イベント

英語講座

留学フェア

RIEA（立正大学学生国際交流会）

「留学に興味はあるが、語学力が不安」、
「英語でのコミュニケー

4月と10月に留学フェアを開催します。留学フェアでは留学・研

Rissho Student International Exchange Association

ション能力をアップしたい」など、英語に関して様々な悩みをかか

修制度の様子が分かる写真を展示したり、募集要項などの資料を

（通称RIEA リア ）は、外国人留学生との交流やサポートを目的と

えている学生を対象に、英語講座を実施しています。受講者のレベ

配布したり、留学に関する相談を受け付けたりします。また、期間

ルに沿った指導を行うため、自信がない方にもおすすめです。詳細

中には説明会を行ったり、過去に留学・研修制度を利用した先輩

活動内容は、外国人留学生のサポート
（キャンパス案内、東京案

よる英会話レッスンを行っています。校友会の支援を受け、学生は

はポータルサイト等でお知らせします。

の体験談を聞ける時間もあります。ぜひ留学フェアに足を運んでく

内等）、外国人留学生との交流（文化交流会、
ランチ会等）、語学勉

無料で受講することができます。日ごとに会話のテーマが異なり、

※新型コロナウイルス感染症の影響により、2020年度はオンラインで実施しました。

ださい。

強会、学園祭への出店などを行っています。外国人留学生と友達に

※新型コロナウイルス感染症の影響により、2020年度はオンラインで実施しました。

なりたい方、異文化交流に興味のある方、留学生に日本を知って

英会話ラウンジ
立正大学とBerlitz（ ベルリッツ）が連携し、ネイティブの講師に

初心者でも気軽に参加できます。

した学生団体です。

もらいたい方、ぜひ国際交流センターの窓口にお問合せください。

※新型コロナウイルス感染症の影響により、2020年度はオンラインで実施しました。

※新型コロナウイルス感染症の影響により、2020年度はオンラインでの活動を中心に
行いました。

※オンライン実施の様子

英語スピーチコンテスト
（Rissho Voices）
海外渡航安全講習会

国際交流バスハイク

日ごろの英語学習の成果を試すために、2020年度より全学で

外国人留学生と日本人学生の交流を深めるため、年に2回品川

海外に渡航予定のある学生・教職員を対象に、海外における安

英語スピーチコンテストを実施しています。本学学生から各々参加

キャンパスと熊谷キャンパスでバス旅行（留学生交流会）を企画し

全の認識・対処、異文化理解・適応についての講習会を年に2回

者を募ります。各自が興味のあるテーマを設定し、ネイティブス

ています。異文化交流に興味のある方は是非ご参加ください。

行っています。大学が実施している留学・研修制度の参加者だけで

ピーカーの英語教員の指導のもと、スピーチ原稿の作成から発

＜過去の行き先＞

なく、個人的に海外渡航を予定している学生も積極的に参加して

音、
イントネーションやジェスチャーまで、練習を重ねて本番に臨み

さがみ湖リゾートプレジャーフォレスト、高尾山トリックアート美術

ください。

ます。英語力だけでなく思考力や表現力も問われ、高度な学びの

館、BBQ食べ放題等

※国際交流センター主催の海外プログラムに参加する学生は参加必須です。

実践の場となっています。

新倉山浅間公園、ハーバリウム制作体験、富士山世界遺産セン
ター等
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語学検定試験・受験料補助制度
TOEFL ITP テスト
TOEFL テストは英語を母語としない人の英語能力を測る試験

申し込み方法

Section 2

Structure and Written Expression
（25分・40問）

象となる語学試験のスコアまたは合格証を添付しお申し込みくだ

標準的な文章表現や文法の知識について測定します。前半の

さい。

Structureは文中の下線部に正しい語句を補い文章を完成させ

※申請書はポータルサイトや国際交流センターにて配付しています。

です。皆さんの英語の能力を合否判定ではなくスコアで表します。英

る問題、後半のWritten

語圏への留学を目指している方にとっては必須の試験となります。

選択する問題となっています。

Expressionは文章中の誤った表現を

て留学する場合は、TOEFL ITP テストのスコアを利用することがで
きます。

す。最新情報はホームページやポータルサイト等でお知らせします。

受験し、4月以降に結果が出た場合も応募できるものとします。

Section 3

Reading Comprehension
（55分・50問）

● 母国語以外の検定試験を受験した場合のみ対象となります。
ま

た、在学中に日本国内で受験したものに限ります。

大学の授業で取り上げられるようなトピックを用いて、読解力を
測定します。様々な分野の題材が問題として取り上げられていま

● 学部等で補助が出る場合は、
重複して申請することはできません

ので、条件・金額等をご確認のうえ、申請してください。

すが、問題を解くにあたっては、出題された分野の専門的な知識

TOEFL ITP テストの特徴

新型コロナウイルス感染症の影響で留学できなくなる可能性
はありますか？

● 2021年4月以降に受験したものが対象となりますが、
前年度に

実施しています。TOEFL ITP テストは過去に出題されたTOEFL
す。公式なテストではありませんが、国際交流センターの制度を使っ

Q1

2020年度と同様に例年のような派遣ができなくなる可能性はありま

申込の際の注意事項

立正大学ではTOEFL ITP テスト
（団体向けテストプログラム）
を
PBTテスト問題を再編成して利用した団体向けテストプログラムで

Q&A

「語学検定試験受験料補助申請書」に必要事項を記入のうえ、対

Q2

募集はいつから始まりますか？

短期海外研修の場合は、各研修の4カ月前頃（夏期：4月、春期：10月）
に募集を行います。中・長期留学の場合は、各留学の8カ月前頃（春留学：
6月、秋留学：1月）に募集を行います。TOEFL ITP テスト等の語学力証
明（スコア）の取得が必要となるプログラムもありますので、募集期間に
間に合うように準備を進めてください。

を必要とするものではありません。

● 学内で年8回の受験が可能です。
● 受験費用は3,000円です
（TOEFL

iBT の約8分の１）。

※「語学検定試験受験料補助」を申請した方へは、受験後に2,000円支給します。

Q3

2021年度実施予定
時間

受付期間

第1回

5月8日（土）

13:00〜15:35頃

4月12日（月）〜4月21日（水）

第2回

6月5日（土）

13:00〜15:35頃

5月10日（月）〜5月19日（水）

第3回

7月10日（土）

14:30〜17:05頃

6月7日（月）〜6月16日（水）

究成果を発表するための支援として、渡航費等の助成をする制度

TOEIC テストは、主にビジネス用途の試験で、一定以上のスコ

第4回

9月16日（木）

13:30〜16:05頃

7月5日（月）〜7月14日（水）

です。

アがあると日本国内での進学や就職で英語力の証明の一部として

第5回

10月30日（土）

14:30〜17:05頃

9月27日（月）〜10月6日（水）

第6回

12月4日（土）

13:00〜15:35頃

11月1日（月）〜11月10日（水）

大学院生の研究活動の活性化及びグローバル人材育成の強化

第7回

1月8日（土）

14:30〜17:05頃

12月6日（月）〜12月15日（水）

を図るため、国内および海外で開催される国際学会等での研究成

第8回

3月18日（金）

13:30〜16:05頃

1月11日（火）〜1月20日（木）

iBT テストの受験準備に適しています。

● 本学の学生のみ受験ができます。
● 申請方法・実施形態はポータルサイト等をご確認ください。

TOEIC テストとの違い

利用できます。一方、TOEFL テストは英語圏の大学や大学院留学
の際に、授業を受けられる英語力があるかどうかの判断材料にす
るための試験です。留学予定がある人はTOEFL テストを受ける
必要があります
（近年は英語力の証明としてTOEFL テストを利用
できる日本企業も増えてきています）。

※上記日程は変更になる可能性があります。
ポータルサイトや国際交流センターの掲示板等で必ず確認してください。

語学検定試験受験料補助
下記に記載された各言語の語学検定試験を受験した学生にそ
の受験料の一部（スコア・合否に関わらず2,000円）
を補助する制

本学に在籍する学部生・大学院生（非正規生は除く）
※4年生、修士2年生、博士3年生は、最終受付が1月末となります。

（最高点677点、最低点310点）

Section 1

Listening Comprehension
（約35分・50問）

北米で話されている標準的な英語を聞き取り、内容を理解する力

します。

■ 国際学会等参加助とは？
本学の大学院生対象に、国内外で開催される国際学会等にて研

申し込み後に面接を行います。申込書と面接の結果から参加者を決定

■ 趣旨

果を発表するための渡航費等を助成する。

出席し、研修・留学に向けての準備を行います。

Q5

立 正 大 学 のプログラムに 参 加した 場 合 、単 位は 認 定されま
すか。

プログラムと学部によって、取得した単位が卒業単位として認定され

■ 申請資格

る場合があります。

本学の大学院に在籍する学生で、国内および海外で開催される
国際学会、国際シンポジウム、国際会議にて研究成果の発表（ポス
ター、口頭は問わない）
を発表する者。
ただし、参加に当たり、他の資金から渡航費等の支援を受けてい

Q6

留学をしても4年間の在学期間で卒業できますか。

国際交流センター主催のプログラムに参加する場合、留学期間が在学
期間に含まれるため、4年間で卒業することは可能です。ただし、卒業す
ください。なお、留学先で取得した単位は卒業単位として認定される場

■ 実施期間
（1）1期

国際学会等開催日

令和3年4月〜10月末日

（2）2期

国際会議等開催日

令和3年11月〜3月末日

対象となる語学検定試験
英語：学内で受験したTOEFL ITP テスト、TOEFL iBT 、IELTS

■ 助成額、人数

中国語：HSK（漢語水平考試）2級以上、中国語検定試験4級以上

海外：15万円（上限） 年間2名

韓国語：ハングル能力検定試験4級以上、韓国語能力試験2級以上

国内：5万円（上限） 年間6名

スペイン語：スペイン語技能検定6級以上、DELE（スペイン語検定
試験）A1以上

■ 助成対象経費

フランス語：フランス語検定5級以上

（1）交通費もしくは渡航費（鉄道または航空）

か聞くことができません。質問を聞き、テストブックの4つの選択

日本語（留学生向け）
：JLPT（日本語能力試験）N1、J.TEST（実用日

（2）宿泊費（現地での宿泊に限る）

合があります。

Q7

研修先・留学先でアルバイトはできますか。

国際交流センター主催のプログラムでは、現地での学修に専念するこ
とが原則ですのでアルバイトはできません。
また、留学生として海外に滞
在する場合、就労は多くの国で厳しく制限されています。事前に留学費用
のおおまかな予算計画を立てるようにし、アルバイトの必要がないよう
準備をしておきましょう。

本語検定）
「A-Cレベル試験」または「ビジネ
ス試験」

海外研修・留学ガイドブック 2021

プログラム申し込み後の流れを教えてください。

し、後日合格者を発表します。参加決定後は、事前オリエンテーション等に

を測定します。出題は3つのパートに分かれており、音声は1度し
肢から解答を選びます。

Q4

るためには大学の定める卒業要件を満たす必要がありますのでご注意

申し込み資格

TOEFL ITP テスト構成・時間配分・問題数

国際交流センター窓口とポータルサイトで募集要項と申込書を配布し
ます。配布期間等の詳細はホームページやポータルサイト等でお知らせ

ない者。

度です。
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国際学会参加補助制度

試験日

● TOEFL

プログラムの申し込み方法を教えてください。

■ 申請方法その他詳細については、募集要項をご確認ください。
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立正大学国際交流センター

問い合わせ先・窓口
立正大学公式ホームページ
https://www.ris.ac.jp/

国際交流センター 品川国際交流課
〒141-8602

東京都品川区大崎4-2-16

TEL:03-3492-0377

E-mail:oinet@ris.ac.jp

窓口取扱時間 月〜土（9：00〜17：40）

立正大学国際交流センター
公式LINE

※夏期・春期休暇期間中は時間が変更になります。

7号館
（学生食堂）

10号館

8号館

4号館
2号館

3号館

6号館中地下1階
国際交流センター
品川国際交流課

立正大学国際交流センター
公式Facebook

5号館

12号館

11号館
9号館
正門
150周年記念館
1号館

山手通り口

国際交流センター 熊谷国際交流課
〒360-0194

埼玉県熊谷市万吉1700

TEL.048-536-6011

E-mail:kint@ris.ac.jp

窓口取扱時間 月〜土（9：00〜17：40）
※夏期・春期休暇期間中は時間が変更になります。

1号館（ゲートプラザ）
10号館
（学生食堂・コンビニエンスストア）

2号館

20号館（スポーツキューブ）

17号館

9号館

ユニデンスB館

3号館

ユニデンスA館

6号館
13号館

バスターミナル

19号館（アカデミックキューブ）1階
国際交流センター
熊谷国際交流課

5号館
8号館
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