
恵泉女学園大学
【お問い合わせ ： 学生課】

〒206‐8586 東京都多摩市南野2‐10‐1　
TEL. 042‐376‐8213　e-mail ： interpro@keisen.ac.jp
※海外プログラム等についての最新情報は@kでお知らせします。
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Let’s
海外プログラム参加までの流れ

フィールドスタディ（ＦＳ）語学研修/留学 学科研修タイワークキャンプ

※ＦＳは事前学習、体験学習、事後学習がそれ
ぞれ「フィールドスタディ入門Ⅰ、「フィールド
スタディⅠ」、「フィールドスタディⅥ」がセット
になったプログラムです。

問合せ ： 教務課

問合せ ： 学生課 問合せ ： 教務課問合せ ： キリスト教センター

危機管理講習へ出席

説明会時に配布される
申込書を学生課へ提出

国際交流委員による選考・承認

1.

2.
3.

4.
5.

合格者はオリエンテーション
に参加

研修/留学

担当学科による選考・認可

説明会で配布される
申込書を教務課へ提出

1.

2.
3.

4.

合格者はオリエンテーション
に参加
危機管理講習へ出席

5.事前授業（課題）参加後現地
にて研修

1.

2.
3.

4.
5.

説明会時に配布される申込書
をキリスト教センターへ提出

宗教委員による選考・認可
合格者はオリエンテーション
に参加
危機管理講習へ出席
研修/留学

志望理由書、選考申込書に
担当教員より署名をもらう

事前学習の「フィールドスタディ
入門Ⅰを履修

事前学習後現地での研修に
参加できる

1.

2.

３.

5.

実施されるプログラムを確認

４.危機管理講習へ出席

海外プログラムへの参加を決める前に、まずは計画を立てましょう！

※他にも沢山ありますので、自分で調べてみましょう

日本学生支援機構 海外留学支援サイト http://ryugaku.jasso.go.jp/
官民協働海外留学支援制度
トビタテ！留学ＪＡＰＡＮ奨学金 http://www.tobitate.mext.go.jp/

公益財団法人平和中島財団 http://hnf.jp/

日本中国友好協会 http://www.j-cfa.com/abroad/

ＩＥＬＴＳ Ｓｔｕｄｙ ＵＫ奨学金 http://www.britishcouncil.jp/exam/why-take-exam/scholarships

海外プログラムに参加し、なにを学習したいですか？
● プログラムの違いについては P26 Q＆A参照

プログラム参加に必要な授業や勉強会に参加できますか？
● シラバスをよく読んで、卒業までの履修計画をきちんと立てましょう

プログラム参加に必要な成績に達していますか？
● 未達の場合はどのように達成するか計画を立てましょう

参加するための費用はどのように準備する予定ですか？

P26 Q＆A参照

● どのくらいの費用が必要になるか、きちんと調べましょう
● 保証人に相談しましょう
● 自分で費用を支払う場合は、計画的にアルバイトをしましょう
● 学内や学外の奨学金について調べましょう
● 学内奨学金については

学外奨学金参考

興味があるプログラムの
説明会日程を＠Ｋと掲示板で確認 説明会に出席 応募書類を担当部署へ提出

（〆切はきちんと守りましょう！）

応募方法



Korea:Seoul
Korea:Busan

China:Shanghai

China:Jilin

Germany
Canada:Victoria

Canada:vancouver

Australia:
Brisbane

Australia:
Sydney

Cambodia

Thailand

 Philippines

France:Paris

Indonesia

United Kingdom

USA:Wisconsin 

USA:New York
USA:
　California 

海外プログラム

協定校一覧 JSAFの派遣先大学（抜粋）

韓 国
新羅大学
聖公会大学
梨花女子大学
韓信大学

中 国
上海杉達学院大学
外交学院大学

アメリカ　
ノースウェスタンカレッジ

イギリス　
チチェスター・カレッジ

タ イ
パヤップ大学
チェンマイ大学

インドネシア
ガジャマダ大学

プレステージ・スタディアブロード対象校
ハーバード大学（米国）、 オックスフォード大学（英国）、 コロンビア大学（米国）、
ペンシルバニア大学（米国）、 コーネル大学（米国）、 デューク大学（米国）、
ジョンズホプキンス大学（米国）、 キングス・カレッジ・ロンドン ロンドン大学（英国）、
ノースカロライナ大学チャペルヒル（米国）、 ダブリン大学トリニティカレッジ、
ニューサウスウェールズ大学、 オークランド大学

アイルランド
ダブリンシティ大学、 アイルランド国立大学メイヌース

オーストラリア
フリンダース大学、 ニューサウスウェールズ大学

ニュージーランド
オークランド大学

スペイン
サラマンカ大学、 バルセロナ自治大学

ドイツ
SRHハイデルベルク大学

イタリア
ミラノカトリック・サクロクオーレ大学、 フィレンツェ大学

チェコ
プラハ経済大学

フランス
ストラスブール大学、 パリ大学ソルボンヌ（パリ第４大学）

カナダ
トロント大学、  ブリティッシュコロンビア大学

英 国
ニューカッスル大学、 ロンドン大学クイーンメアリー、 イーストアングリア大学、
エクセター大学、 オックスフォード大学、 クイーンズ大学、 ベルファスト、
グラスゴー・カレドニアン大学、 サセックス大学、 リッチモンド大学ロンドン、
キングス・カレッジ・ロンドン ロンドン大学

南アフリカ
ネルソンマンデラ・メトロポリタン大学

アメリカ
アメリカン大学、 アシュランド大学、 カリフォルニア州立大学チコ、 
カリフォルニア州立大学イーストベイ、 カリフォルニア州立大学ロングビーチ、 
カリフォルニア州立大学モントレーベイ、 カリフォルニア州立大学ノースリッジ、 
カリフォルニア大学サンディエゴ、 コロンビア大学、 
インディアナ大学ブルーミントン、 ジョージタウン大学、 セントマイケルズカレッジ、 
ニューヨーク州立大学オールバニ、 アリゾナ大学、 コロラド大学ボルダー、 
ミネソタ大学ツインシティ、 モンタナ大学、 セントトーマス大学ミネソタ、 
オレゴン大学、 ユタ大学、 バーモント大学、 オレゴン州立大学、
カリフォルニア州立大学サンバナディーノ、 カリフォルニア州立大学フラトン、
カリフォルニア大学アーバイン、 カリフォルニア大学ロサンゼルス、 ゴンザガ大学、
サンディエゴ州立大学、 シアトルパシフィック大学（A.C.E）、 ソノマ州立大学、
サンフランシスコ州立大学、 パシフィックルーテラン大学、 ワシントン州立大学、
アーカンソー大学フェイエットビル（Spring International）、
インディアナ大学パデュー大学インディアナポリス、 インディアナ州立大学、
エヴァンスビル大学、 キャロルカレッジ、 コロラド州立大学、 サウス大学スワニー、
ドミニカン大学イリノイ（ELS）、 バルパライゾ大学、 マイアミ大学オックスフォード、
ミシガン州立大学（ELC/Eurocenters）、 ミズリー工科大学、 ミシシッピ大学、
モンタナ州立大学、 ライト州立大学、 アデルファイ大学（ELS）、 アパラチアン州立大学、
AU/ワシントンセメスタープログラム、 エッカードカレッジ（ELS）、
カレッジオブマウントセントビンセント（ELS）、 コーネル大学、 コロンビア大学、
サウスフロリダ大学（INTO）、 ジョンズホプキンス大学、
セントフランシス大学（A.C.E.）、 セントラルコネチカット州立大学、
ノースカロライナ大学チャペルヒル、 ノースカロライナ大学グリーンズボロ、
ノースアラバマ大学、 デューク大学、 テネシー工科大学、 ノースイースタン大学、
ハーバード大学ハーバードカレッジ、 フェアフィールド大学、 ペンシルバニア大学、
リッチモンド大学、 ロードアイランド大学（A.C.E,）
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STUDY ABROAD
Let’s

留学の目的を具体化しましょう（入学時あるいは出発の1年半以上前が望ましい）
● 何のために留学しますか？
● いつ（何年生の時に）留学したいですか？
● どこの国や地域に留学したいですか？
● 留学先でどのような学習をしたいですか？
● 留学費用はどのくらいかけられますか？（出せますか？）

説明会に参加（出発1年以上前から募集に合わせて参加すること）
● ＠ＫやＣ205教室前の掲示板で説明会の日程を確認しましょう
● 分からない場合は学生課で確認、相談しましょう
● 説明会の資料はきちんと読みましょう

選出されない場合や
受入許可が得られない
場合はあきらめないで、
再挑戦の準備をしましょう

選考結果報告、事前勉強やオリエンテーションの参加

ビザ取得、航空券手配、派遣先願書等の準備及び提出

出発

学内選考～応募書類提出及び学内審査（出発 約10ヵ月～6ヵ月前）　
● 説明会時に配布される応募書類一式　
● 志望動機書
● 成績証明書等各種証明書

留学が自分の将来とどう関係しますか？
● 留学を含めて定められた就学年数で卒業するために、学習計画（履修科目など）を立てる

具体的準備（出発1年半から1年以上前から準備することが望ましい）

に記載の表を参考にするとよいでしょうP24 1.計画と準備

1. 学業成績の確認
● 単位は計画通り取得できていますか？
● 成績は応募基準を満たしていますか？
● 満たしていない場合どのようにこれから準備しますか？

2. 資金の準備（留学時の費用はどのように、いつまでに準備しますか？）
● 留学先はどのくらいの費用がかかりますか？
● 資金はどのように準備しますか？保証人にはお話しましたか？
● 奨学金についてきちんと調べましたか？

3. 語学力
● 語学検定は受験しましたか？（まずは自分のレベルを確認しましょう！）
● 応募基準のスコアに語学力を向上するため、どのように学習しますか？

留学への意識が芽生えたらまずは将来設計を立てましょう！

留学までの流れ

将来のために
留学したい！

1



4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

STUDY ABROAD
Let’s

2 3

募集・説明

募集・説明

韓国（新羅大学）

韓国（聖公会大学）

韓国（梨花女子大学） 

韓国（韓信大学） 1年

中国（上海杉達学院大学） 1年

アメリカ（ノースウエスタンカレッジ）①6ヶ月 ②1年

イギリス（チチェスターカレッジ） 6ヶ月／1年  ※随時ご相談ください。 

タイ（パヤップ大学）
①6ヶ月 ②1年

留学（協定校）

学生課
（国際交流・
留学生委員会）

お問合わせ先

教務課

語学研修
韓国（聖公会大学）

韓国（梨花女子大学）

中国（上海杉達学院大学）

中国（延辺大学）

インドネシア（ガジャマダ大学） ※隔年実施（次回：2017年度予定）

フィリピン（ラサール大学）

カナダ（ビクトリア大学）

オーストラリア（オーストラリアン・カトリック大学）

イギリス（グロスタシャー大学）

アメリカ（ウィスコンシン大学）※説明会実施対象外。随時ご相談ください。

JSAF Global Learning Program

グローバルイングリッシュ研修

オーストラリア

東アジア

カンボジア・タイ

短期フィールドスタディ

募集・説明

①6ヶ月［8月出発］

③1年
②6ヶ月［2月出発］

選 考 オリエンテーション

タイワークキャンプ

P.4、P.12へ

P.6、P.16へ

P.6へ

P.6、P.21へ

P.8、P.18へ

イタリア

長期フィールドスタディ

文化現地研修

タイ（チェンマイ） P.8、P.19へ

P.8、P.20へ

大学院 東アジア市民社会リーダー育成FS

①6ヶ月［8月出発］

③1年

①6ヶ月②1年

①春休みプログラム

［留学開始は次年度8月①②］

①6ヶ月

※2017年度第1次

※随時ご相談ください

②1年

キリスト教センター

JSAF（認定留学）

※※2016年度第2次

※説明会やオリエンテーションの実際のスケジュールは、＠Kまたは掲示板でお知らせします。

［次年度のプログラム募集］

［次年度のプログラム募集］

留 学

留 学

留 学

留 学

留 学

留 学

留 学

留 学

研 修

研 修

研 修

研 修

①6ヶ月［8月出発］
②6ヶ月［2月出発］
③1年

①6ヶ月［8月出発］
②6ヶ月［2月出発］
③1年

①6ヶ月［8月出発］
②6ヶ月［2月出発］

募集・説明

募集・説明

選 考

募集・説明 選 考

募集・説明 選 考

オリエンテーション

オリエンテーション

オリエンテーション

研 修

研 修

研 修

研 修

募集・説明 選 考

研 修募集・説明 選 考

選 考

募集・説明 選 考

オリエンテーション

オリエンテーション

オリエンテーション

オリエンテーション

募集・説明 選 考 オリエンテーション
オリエンテーション

②6ヶ月［2月出発］ 留 学募集・説明 選 考 オリエンテーション

②6ヶ月［2月出発］

①6ヶ月［8月出発］
留 学募集・説明 選 考

オリエンテーション

オリエンテーション

オリエンテーション

オリエンテーション

研 修

研 修

オリエンテーション

研 修オリエンテーション

オリエンテーション

研 修募集・説明 選 考 オリエンテーション

研 修募集・説明 選 考 オリエンテーション

研 修募集・説明 選 考

選 考

オリエンテーション

オリエンテーション

募集・説明 選 考

オリエンテーション募集・説明 選 考

オリエンテーション募集・説明 選 考

オリエンテーション募集・説明 選 考
オリエンテーション

オリエンテーション

募集・説明

募集・説明

選 考

募集・説明 選 考

募集・説明 選 考

募集・説明 選 考

留 学
留 学

留 学募集・説明

募集・説明

募集・説明

募集・説明

募集・説明

※募集・説明

選 考

募集・説明 選 考

選 考

募集・説明

研 修 募集・説明

研 修

研 修

募集・説明

募集・説明

研 修

研 修

募集・説明

※※募集・説明

選 考

プログラム別スケジュール

P.8、P.20へ

カナダ（ＵＢＣ）【全学科対象】

イギリス（チチェスターカレッジ）①春休み【全学科対象】
　　　　　　　　　　　　　  ②6ヶ月／1年【EC対象】※随時ご相談ください。  ②

アメリカ（ノースウエスタンカレッジ） 6ヶ月 【ＥＣ対象】

［次年度のプログラム募集］

留 学

オリエンテーション

募集・説明 選 考
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聖公会大学

梨花女子大学

上海杉達学院大学

延辺大学

ガジャマダ大学

ラサール大学

ビクトリア大学

オーストラリアン
カトリック大学

グロスタシャー大学

カナダ

オーストラリア

イギリス

英語研修

英語研修
　又はインターンシップ

英語研修

8月上旬

8月上旬

2月上旬

8月上旬

2月上旬

3月上旬

8月上旬

2月上旬

2月上旬

約1ヶ月

約1ヶ月

約3週間

約2週間

約3週間

約2週間

約2週間

約3週間

約5週間

約55万円

約60万円

約60万円

約17万円

約18万円

約20万円

約20万円

約25万円

約30万円

ホームステイ

ホームステイ

ホームステイ
+ホテル（ロンドン）

聖公会大学寮

梨花女子大学寮

上海杉達学院
大学寮

延辺大学寮

ガジャマダ大学寮
ホームステイ

ラサール大学寮

4月中旬～5月上旬

10月上旬～10月下旬

10月中旬～11月中旬

4月中旬～5月上旬

10月中旬～11月中旬

10月中旬～12月中旬

2

2

4月中旬～5月上旬

4月中旬～5月上旬

10月中旬～11月上旬

韓国語学研修

韓国語学研修

中国語学・文化研修

中国語学研修

インドネシア語学研修

英語研修

国 名 留学先大学名 内 容 留学形態 研修時期 研修期間 費 用 宿泊先 出願期間 認定基準 単位数 参考頁

※選考は書類選考と面接になります。　※費用は研修費、渡航費、宿泊費等全て含まれた費用の概算です。　※航空券費用や為替変動により研修費は変わります。

聖公会大学が運営する語学堂にて韓国語学習
を行うプログラム。サムルノリ体験やミュージ
カル鑑賞などの文化体験等も含まれている。

梨花女子大学が運営する語学教育院にて韓
国語学習を行うプログラム。語学の他韓国
文化を授業形式にて学べる。

本学学生の独自学習プログラム。上海杉
達学院大学にて中国語学習と文化体験を
行う。

中国延辺朝鮮族自治州にある延辺大学が運
営する中国語学学習プログラム。中国語、朝
鮮語、英語で意思疎通ができるように組まれ
た語学学習を行う。

本学学生の独自学習プログラム。ガジャマダ
大学にてインドネシア語学習と文化体験を
行う。

ラサール大学が運営するランゲージセンター
の英語学習プログラム。1対１のレッスンに加
え、TOEIC、SITCOM、CNN英語の授業より
選択できる。英語力向上や他仕事で役に立
つ英語を集中的に学習することができる。

ビクトリア大学が運営するランゲージセン
ターの月次英語学習プログラム。ワーク
ショップや文化体験学習の他オプショナル
でスポーツ観戦や観光も付けられる。

ウィスコンシン大学オシュコシュ校にて英語を
ベースにアメリカの教育事情、授業の構成方
法やテクニックを学び現地の小中学校にて日
本語・文化を教える体験ができるプログラム。

グロスタシャー大学の付属語学学校の英語
学習プログラム。英国文化体験の他ミュージ
カル鑑賞、ロンドン市内観光が含まれている。

日本スタディアブロードファンデーションの協定
校（各国、各大学）での英語学習プログラム。どの
大学で勉強するか自分の希望で選択できる。

プログラム実施までの説明会、オリエン
テーションの参加に加え、プログラム期間
中の報告書、修了後の報告書の提出によ
り、学習成果が所定の基準を満たしたと
判断された場合は本学の単位として認定
される。

プログラム実施までの説明会、オリエン
テーションの参加に加え、プログラム期間
中の報告書、修了後の報告書の提出によ
り、学習成果が所定の基準を満たしたと
判断された場合は本学の単位として認定
される。

韓　国

中　 国

フィリピン

インドネシア

P.12

P.12

P.12

P.13

P.13

P.13

P.14

̶

P.14

P.14

全学部・学科・学年対象語学研修

ＡＣＵ付属語学学校の英語学習プログラム。
英語学習とインターンシップの2コースの中
から選択できる。
シドニー校   英語学習プログラムのみ
ブリスベン校  インターンシッププログラム

プログラム一覧

ウィスコンシン大学アメリカ 英語研修
　+教育体験プログラム 3月上旬 約3週間 約50万円 ウィスコンシン

大学寮 10月中旬～11月上旬

P.15

（2016年度）
カルフォルニア大学ロサンゼルス
シアトルパシフィック大学
ワシントン大学
ダブリンシティ大学

JSAF協定校
(アメリカ、アイルランド）

8月頃／
2月～3月頃 約3~5週間 約45万円

～70万円
プログラムにより
異なります

（夏休みプログラム）
4月中旬～5月上旬
（春休みプログラム）
10月中旬～11月上旬

英語研修
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事前1
現地1

単位数

参考頁

P.21

参考頁

P.16

参考頁

P.10

~

P.11

留学先の費用

全学科1年生

対象学科／学年

ブリティッシュ
コロンビア大学

ＵＢＣ
2月～3月 約1ヶ月 約53万円 ホームステイ ７月～9月

国 名 留学先大学名 内 容 留学形態 研修時期 研修期間 費 用 宿泊先 出願期間 認定基準

対象学科／学年国 名 留学先大学名 内 容 留学形態 研修時期 研修期間 費 用 宿泊先 出願期間 認定基準

ブリティッシュコロンビア大学が運営するEnglish 
Language Institute（ELI）の英語学習プログラム。
異文化交流コミュニケーションについて学びながら
英会話力を向上させるためのクラス。

プログラム実施までの説明会、オリエンテーションの参加に加え、
事前授業、事後授業での学習成果が所定の基準を満たしたと判断
された場合は本学の単位として認定される。

カナダ

2 P.17全学科2年生
以上

チチェスターカレッジ 2月下旬～
3月下旬 約50万円 ホームステイ 10月～

11月上旬

全学科2年生以上の学生を対象としたプログラム。チ
チェスター大学の英語学習プログラム。   ＴＯＥＩＣ/ＩＥ
ＬＴＳなどの各種英語試験対策やビジネス英語、イギ
リス文化に関連した科目などがある。

プログラム実施までの説明会、オリエンテーションの参加に加え、
事前課題、研修中ウィークリーレポート、事後レポートが必須。
所定の基準を満たしたと判断された場合は、「英語現地実習」
の単位として認定される。

イギリス

タ　イ

グローバルイングリッシュ研修

現地成績等
提出により
2～10
単位認定

P.17
EC
学科2年生
以上

ノースウェスタンカレッジ
チチェスターカレッジなど
※年によって異なる

秋学期
（8月上旬～
  2月下旬）

１セメスター 約150万 大学寮、
ホームステイ

前年度
5月～募集、
選考開始

英語コミュニケーション学科主催のプログラム。現地
大学ESLプログラムを１セメスター参加。

選考に合格した場合は、半年留学のための実際的な準備手続き
のために学科教員のオリエンテーション・指導を受け、準備を進め
ていく。留学中は定期レポート提出、帰国後は報告レポート提出。 
＊学科研修給付奨学金あり

アメリカ
イギリスなど

英語研修

全学年／
全学科

パヤップ大学
　+タイ北部村 3月下旬 約10日間 約19万円 宿舎or

ホームステイ
応募多数の
場合抽選

単位数

なし

双方がキリスト教主義大学として、タイ国の農村に 
おけるニーズに応え、両国の学生、教職員、また村人
達との人格的出会いと交流のなかで、異文化相互理
解を深め、アジアの一員として互いに重荷を負い
あって、共に生きる経験を持つ。

10月より行われる準備会（7回）及びプレキャンプに参加する
意志がある者。準備会出席不足の場合、辞退してもらうことが
ある。

ワーク
キャンプ

タイワークキャンプ

新羅大学

ノースウェスタンカレッジ
（英語コミュニケーション学科対象）

パヤップ大学
Academic Thai

パヤップ大学
ＳＥＩＡＧ

8月下旬
／2月下旬

8月下旬

6ヶ月（8名）
  1年（2名）

8月下旬

8月下旬 6ヶ月（1～2名）

6ヶ月（2名）

1年（1名）

2.50以上

2.50以上

2.50以上

3.00以上

全学年が対象
4年間で卒業を見込める者

韓国語を学習している者
（韓国語Ⅰ～Ⅲを履修していることが望ましい）

ＴＯＥＦＬ79-80（ＩＴＢ）以上、
ＩＴＰ550点以上

タイ語Ⅰ履修者
（成績B以上。タイ語Ⅱ.Ⅲも履修していることが望ましい。）

TOEFL－IBT40点以上、ITP430点以上
（TOEIC480点以上）

英語コミュニケーション学科
2年生以上

1年生を除く全在学生
（4年生も可）が対象、
4年間で卒業を見込める者

国 名 留学先大学名 研修期間（人数）留学開始時期 出願期間ＧＰＡ 対象学年 語学基準等内 容
8月出発（6ヶ月） ：   5月頃
2月出発（6ヶ月） ： 10月頃
1年　5月上旬～6月中旬（追加募集10月）

韓　国

アメリカ

タ　イ
主に東南アジアの社会情勢等をテーマに調査研究を
するプログラム。授業は全て英語で行われるため、   
英語学習にも適している。

英語コミュニケーション学科学生を対象としたプログラ
ム。現地大学ESLプログラムを１セメスター参加。

パヤップ大学が運営するタイ語学習施設でタイ語の
学習を行う。学部授業は履修できない。

日本語教育センターでの韓国語学習に加え、学部の
授業も履修できる。

5月上旬～5月中旬

前年度 5月～

5月上旬～5月中旬約30万円

約15万円

約150万円

■ 協定校留学の利点 ■ 協定校別プログラム

全学部・学科・学年対象

全学科2年生以上対象

全学部・学科・学年対象

全学科1年生対象

留学（協定校）

※選考は書類選考と面接。 ※派遣人数は予定。 ※費用は派遣先の授業料、宿泊施設費の概算。 ※上記費用の他恵泉学費のうち１/４（セメスタープログラムは１/２）が必要。 ※為替変動により研修費は変わる。

双方の大学が協定を結ぶこと
により、留学生が安心して学ぶ
機会を与えられるよう約束されて
います。

奨学金として、恵泉の授業料の
うちの3/4が免除されます。
（6ヶ月プログラムは、1/2免除）

プログラムによっては、現地の授
業料も免除されるものがあります。
現地で履修した教科について、申
請と審査のうえ、恵泉の単位とし
て認定されるものもあります。

協定校留学期間は、学籍が「休学」
ではなく「在学」となり、必要条件
を充たしていれば、留学期間を
含む4年間で卒業ができます。

キリスト教センター

ノースウェスタンカレッジ 8月下旬 3.00以上 6ヶ月 ＴＯＥＦＬ－ＩＢＴ32点以上、ＩＴＰ400点以上
1年   ＴＯＥＦＬ79-80（ＩＴＢ）以上、ＩＴＰ550点以上

3年次までの在学生
4年間で卒業を見込める者

英語学習の他、アメリカ文化やキリスト教関連の学部授
業を履修できる。

前年度 11月上旬～12月上旬6ヶ月 約150万円
   1年 約350万円

聖公会大学 8月下旬
／2月下旬

6ヶ月（4名）
  1年（1名） 2.50以上 韓国語を学習している者

（韓国語Ⅰ～Ⅲを履修していることが望ましい）
全学年が対象
4年間で卒業を見込める者

8月出発（6ヶ月） ：   5月頃
2月出発（6ヶ月） ： 10月頃
1年　5月上旬～6月中旬（追加募集10月）

語学堂での韓国語学習に加え、学部の授業も履修で
きる。

6ヶ月 約37万円
   1年 約30万円

6ヶ月 約32万円
   1年 授業料、
　　　寮費免除

韓信大学 2月下旬 1年（2名） 2.50以上 韓国語を学習している者
（韓国語Ⅰ～Ⅲを履修していることが望ましい）全学年が対象、4年間で卒業を見込める者語学堂での韓国語学習に加え、学部の授業も履修できる。 5月頃（追加募集10月）1年 授業料、

　　　寮費免除

梨花女子大学 2月下旬 6ヶ月 2.50以上 韓国語を学習している者全学年が対象、4年間で卒業を見込める者学部の授業は履修できないが、言語教育院で高度な
韓国語学習ができる。

5月頃約55万円

上海杉達学院大学 2月下旬 1年（4名） 2.50以上 中国語を学習している者
（中国語Ⅰ～Ⅲを履修していることが望ましい）

応募時に3年次までの在学生を
対象、4年間で卒業を見込める者中　国 中国語学習の他、学部の授業も履修できる。 5月下旬～6月中旬※授業料免除

※寮費約27万円

チチェスター・カレッジイギリス グローバルイングリッシュ研修参照

語学研修、協定留学、大学院プログラム

協定留学、恵泉サマープログラム
語学研修、協定留学、恵泉サマープログラム
恵泉サマープログラム

新羅大学
聖公会大学
梨花女子大学
韓信大学
上海杉達学院大学
外交学院大学

プログラム名国 名 大学名
世新大学
ノースウェスタンカレッジ
パヤップ大学
チェンマイ大学
ガジャマダ大学

大学院プログラム
協定留学
協定留学、恵泉サマープログラム
長短期ＦＳ
語学研修

台湾
アメリカ

タイ

インドネシア

プログラム名国 名 大学名

韓国

中国

安 心 経済的支援 単 位 4年間で卒業

プログラム一覧
全学部・学科対象
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チェンマイ大学タイ（チェンマイ）

イタリア
（ローマ、フィレンツェ、ヴェネツィア）

8月上旬～12月下旬 約5か月 約58万円

ユニサーブ
（チェンマイ
  大学宿舎）、
体験学習先

前年度に募集
第1次・6月
第2次・1月

実施前年度
2月下～3月上旬

事前2
現地16
事後1

事前2
現地2

※選考は書類選考と面接になります。　※費用は研修費、渡航費、宿泊費等全て含まれた費用の概算です。　※航空券費用や為替変動により研修費は変わります。

タイ（チェンマイ）にて、現地のNGOや少数民族の村
などで自分で設定したテーマに取り組み、学びを進め
る。同時に、タイ語履修・修得していることが望ましい。

事前授業である「フィールドスタディ入門Ⅱ」を履
修し、ＦＳ参加中の学習態度やふりかえり等が所定
の基準を満たしたと判断された場合は本学の単位
として認定される。ゼミ科目のみ、学科教員に遠隔
指導を受ける。事後学習履修とあわせて、FS報告
会、スプリングフェスティバル、恵泉祭などでの発
表にも参加。

募集は、研修実施学期の前学期に行う。秋学期
実施の研修の場合は、1年生から参加可能。事前
授業「文化現地研修Ⅰ」を履修し、研修中の学び
及び研修後の総括により単位修得。

P.19

P.20

全学部・学科・学年対象文化現地研修

全学部・学科・学年対象長期フィールドスタディ

世新大学
聖公会大学

新羅大学
聖公会大学他

東アジア市民社会
リーダー育成FS 2月中旬～2月下旬 約12日間 約18万円

実施前年度
1月中旬～1月下旬
6～7月

事前2
現地2
事後2

フィールドスタディ

フィールドスタディ

2月（予定） 10日程度 約30万円文化研修

東アジア地域の多様な文化的背景を持つアジアの各
国の教員・学生らとともに日本、韓国、中国（台湾）の現
場を歩きます。共に東アジアの文化、歴史の共通性と多
様性を理解し、多角的な視点から事象を把握すること
で、東アジア「平和共同体」を共にデザインする力の育
成を目的としています。

歴史文化遺産の見学や文化体験を通じて、多様な文化圏
における歴史、美術、世界遺産などの学修を深めるための
研修プログラム。歴史文化学科主体で行われるが、全学
科の学生が参加可能。渡航先の語学や関連する講義科目
と併せて履修することが望ましい。

P.20

大学院生レベル対象大学院フィールドスタディ

全学部・学科・2年生以上対象短期フィールドスタディ ※年によって行先は変わります。

※年によって行先は変わります。

8月下旬～9月上旬
　　　又は
9月上旬～9月中旬

2月中旬～2月下旬

2月中旬～2月下旬

約2週間

約10日間

約12日間

約35万円

約18万円

約20万円

ホテルなど

ホテルなど

ホテルなど

ホテル

体験学習先、
ホテルなど

実施前年度
1月中旬～1月下旬
6～7月

実施前年度
1月中旬～1月下旬

事前2
現地2
事後1

フィールドスタディ

国 名 留学先大学名 内 容 留学形態 研修時期 研修期間 費 用 宿泊先 出願期間 認定基準 単位数 参考頁

The general aim of this course is for 
students to develop a deeper understanding 
of Australia and its people, past, present, and 
future, through the study of and mean-
ingful experiences with its indigenous 
peoples ‒ the Aboriginal people.

日本と韓国そして「在日」が分かちがたく関連してい
ることを、実地フィールド・ワークを通じて確認する。
歴史的存在である人間は、時間と空間の中で未来へ
とバトン・リレーをしていきます。たくさんの驚きと新
発見をつうじて、自分自身の立ち位置を再確認して
みましょう。

「アジアから学ぶ持続可能な社会に向けた課題と地域
の人々の取り組み」（仮）をテーマに、変動を続けるア
ジアの都市と農村において、それぞれで抱える課題と
それを乗り越えようとする人々の主体的な取り組みに
ついて、現地を訪問し、地域の人々と直接語り合い、一
緒に考えます。

事前授業である「フィールドスタディ入門Ⅰ」を履修
し、ＦＳ参加中の学習態度やふりかえり等が所定の
基準を満たしたと判断された場合は本学の単位と
して認定される。事後学習履修とあわせて、FS報
告会、スプリングフェスティバル、恵泉祭などでの
発表にも参加。

オーストラリア

東アジア

カンボジア・タイ

P.18

P.18

P.19

―

―

―

プログラム一覧

事前授業である大学院科目「フィールドスタディⅠ」
を履修し、ＦＳ参加中の学習態度やふりかえり等が所
定の基準を満たしたと判断された場合は本学大学
院の単位として認定される。事後学習履修とあわせ
て、FS報告会、スプリングフェスティバル、恵泉祭な
どでの発表にも参加。
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協定校（留学先）の紹介

開拓時代の面影を残すアメリカ中西部アイオワ州オレンジシティの美しい環境の
中、奉仕活動などキリスト教に基づいた人間教育を行い、コンピューター関連の最新
設備を備えた少人数のノースウェスタン・カレッジでは、1985年以来、これまで数多
くの恵泉の学生が留学を果たしています。
寮生活をしながら、語学の授業、聖書や先住民の歴史について学び豊かな大自然
や敬虔な信仰に支えられている現代のアメリカの一面に触れることができます。

ノースウエスタンカレッジ（米国・アイオワ州） http://www.nwciowa.edu/ ６ヶ月／１年留学期間 パヤップ大学（タイ・チェンマイ） http://www.payap.ac.th ６ヶ月／１年／タイワーク留学期間

タイ北部にある第二の都市チェンマイに位置し、治安も良く、自然に囲まれたのどかな地域に
キャンパスがあります。タイで初めて政府公認を受けたキリスト教系の共学の私立大学です。 
1979年以来、恵泉女学園との間に交流があり2003年に協定を結びワークキャンプでの
交流の他、留学生交換プログラム、日本語教育実習生の受入れなどの交流を行っています。
語学留学プログラム（留学生交換プログラム）では、英語でタイ語を学びます。

新羅大学（韓国・釡山市）

新羅大学は、1964年に開設された韓国・釜山にある私立大学です。釜山は、韓国
の首都ソウルに次ぐ、第二の都市で、政治経済の重要な都市です。
本学とは、交換プログラムが1996年から始まり、20年近い交流が続いています。
相互に、1～2名の留学生を交換し、授業料を全額免除し合う協定が結ばれました。
韓国語を学ぶのが初めての学生も安心して学べるコースとなっており、留学生
担当職員による生活支援など、現地での留学生に対するサポートも手厚いので
安心して留学することができます。

http://www.silla.ac.kr/ko/ ６ヶ月／１年留学期間

聖公会大学（韓国・ソウル）

キリスト教精神による「開かれた心」「分かち合い」「奉仕」を教育理念にしていて、
開かれた心を持つ主体的な人間の育成、分かち合いを実践する人間の育成、率先
して奉仕する人間の育成を基本的な教育目標としている大学です。

http://www.skhu.ac.kr/ ６ヶ月／１年／短期語学研修留学期間 梨花女子大学（韓国・ソウル） http://www.ewha.ac.kr/mbs/ewhaen/ 6ヶ月留学期間

梨花女子大学は、1945年に設置された、韓国で一番古い女子大学です。現在
は女子大学としては世界最大規模です。人文・社会科学をはじめ、自然科学、工
学、医学、薬学などを網羅する総合大学であり、学部生・大学院生をあわせて約
20,000人が学んでいます。海外39ヶ国312大学を含め、韓国国内の他大学と
の単位互換制度もあります。 

上海杉達学院大学（中国・上海）

上海杉達学院大学は上海市の浦東新区にある私立大学です。1992年に創設され、中国では
比較的新しい大学です。文科を中心とした総合大学で、経済やファッションなど実学系の学科
が多数あります。留学生総数が少ないこともあり、開設されるクラスは毎学期2クラスです。

http://www.sandau.edu.cn/ １年／短期語学研修留学期間 チチェスターカレッジ（英国・西サセックス州）

英国南部・西サセックス州の運営する公立カレッジで、治安が良く、上品で落ち着いた町チ
チェスターに位置します。町の起源は2000年前のローマ時代に遡り、その美しい街並みから
「イングランドで最も愛される町」の第3位に選ばれたこともあります。
チチェスターカレッジでは、主として地元地域の学生が社会で活かす様々なスキルを身につけ
るために学んでいる一方、留学生の受入にも積極的で充実した英語クラスを用意していま
す。恵泉女学園からは、英語コミュニケーション学科研修を通じこれまで多くの学生が派遣さ
れています。

https://chichester.ac.uk/ 3ヵ月～1年／EC学科研修留学期間

韓信大学（韓国・ソウル） http://www.hs.ac.kr/eng/main.php 1年留学期間

韓神大学校は1940年に、ソウルの仁寺洞に設立にされた朝鮮神学校から始まり、
1950年に韓国神学大学に校名が変更され、今の韓信大学となりました。
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Ewha Womans Universityソウル

韓 国

1914年に聖ミカエル神学院として設立され、1994年に聖公会大学と改称され、1995年には世界聖公会大学協議会の会員校として加入し
活動しています。小規模ですが、韓国社会で一番影響力のある大学として定評があり、「NGO大学」とも呼ばれるほど、学外の多くの市民団体
と密接なネットワークを形成しているユニークな大学です。

韓国語学研修（聖公会）は聖公会大学が運営する語学堂で韓国語の学習を2
週間（週20時間）行います。語学学習、韓国の伝統的な料理や民俗楽器演奏
体験などに加え、現地の学生との会話レッスンによりコミュニケーション能力
も鍛えられます。聖公会大学は恵泉と交流が多い協定校です。今まで参加し
た学生は帰国した後も現地の大学生と交流を続けています。

目 的

女子大学としては世界最大規模です。人文・社会科学をはじめ、自然科学、工学、医学、薬学などを網羅する総合大学であり、学部生・大学院生
をあわせて約20,000人が学んでいます。

目 的 韓国語学研修（梨花）は梨花女子大学が運営する語学教育院で韓国語の学習
を約3週間（週20時間）行うプログラムです。梨花女子大学語学教育院は
1988年より外国語としての韓国語教育を行っており、現在では韓国最高の
韓国語学教育専門機関に位置されています。短期間で集中的に語学学習を
行いたい方にお勧めのプログラムです。

ソウル

韓 国

語学研修 韓国（ソウル）

語学研修 韓国（ソウル）

聖公会大学
http://www.skhu.ac.kr/main.aspx

Sungkonghoe University

梨花女子大学
http://www.ewha.ac.kr/mbs/ewhajp/

Yanbian University

延辺大学は1949年に創立された中国吉林省延辺朝鮮族自治州延吉市にある省立総合大学です。中国の少数民族である朝鮮族の高等教育のた
め、朝鮮語を中国語とともに教授言語としている特色のある大学です。学生数は20,000人で、内世界34カ国の留学生が628人在籍しています。

目 的 中国語学研修（延辺）は延辺大学が実施している2週間の中国語学習プログ
ラムです。吉林省の独特な文化を生かし、中国語に加え、朝鮮語、英語で意思
疎通ができるように組まれた授業を行います。朝鮮族の講演や、中国と北朝
鮮の国境地帯にある白頭山の観光なども組まれており、国境地区に住む人々
の歴史や文化に触れることができます。

延辺大学
http://www.ybu.edu.cn/

上海杉達学院大学は1992年に創設された中国では比較的新しい私立大学です。上海市の浦東新区にあり、最近は地下鉄の駅もでき、上海
の観光地も近くなりました。

中国語学文化研修は恵泉の学生ために組まれた独自の語学学習プログラムで
す。2週間の中国語学習に加え、太極拳や料理体験などを通して伝統的な文化
に触れ、上海の観光地を巡り歴史についても学びます。また、恵泉の引率教員が
おりますので、初めて海外に行く学生にも安心して参加いただけます。上海杉達
学院大学は恵泉と沢山の交流プログラムがあるので、研修を通して出会う現地
の大学生と長期に渡り交流することができます。

目 的

上海杉達学院大学
http://www.sandau.edu.cn/

Sanda University
中 国

上海

語学研修 中国（上海）

中 国

吉林省

語学研修 中国（吉林省）

プログラム概要

ジョグジャカルタ

インドネシア

ガジャマダ大学は1949年に設立されたインドネシアでは最も古い歴史をもつ国立大学です。18の学部を持つ総合大学で、インドネシアでは最
高水準のレベルの大学です。名称はマジャパヒト朝の宰相を務めたガジャ・マダに由来しています。大学の周囲には、世界遺産であるボルブドゥー
ル仏教遺跡、プランバナン寺院遺跡群があり、大学がある市内は１２０もの大学があり、世界各地から留学生が集まる学園都市でもあります。

語学研修 インドネシア（ジョグジャカルタ）

ガジャマダ大学
http://www.ugm.ac.id/

Universitas Gadjah mada

インドネシア語学研修はガジャマダ大学が運営する語学教育機関INCULSが恵泉の
学生のために組んだ独自のプログラムです。インドネシア語学習に加え、世界遺産見
学、現地学生との市内観光、バティック織物体験などの文化体験も含まれています。
また、ガジャマダ大学の研修後にバリ島へ行き、バリの文化について学びます。
（※隔年開催：次回2017年度）

目 的

University of St. La Salle 

ラサール大学

フィリピン

バコロドのラサール大学は1952年にカトリック学校として設立されました。現在は9400名の学生が在籍しており、28の学科が開設され
ております。

目 的 フィリピン英語研修はラサール大学の付属語学学校で5週間（週30時間）集中的に
英語を学習するプログラムです。1対1の個人レッスンを4時間、グループレッスンを2
時間行い、１日合計6時間の授業を行います。1対1の、個人のレベルに合わせたレッ
スンを受けられ、グループレッスンではTOEIC、SITCOM、CNNの中から選択受講
することができます。６ヶ月や1年留学はできませんが、英語を集中的に学びたいとい
う方にお勧めです。

語学研修 フィリピン（バコロド）

ラサール大学
http://www.usls.edu.ph/
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ダブリン

イギリスアイルランド

アメリカ
ロサンゼルス

アメリカ

シアトル

アメリカ

シアトル

シドニー
ブリスベン

オーストラリア

Australian Catholic University

オーストラリアン・カトリック大学（ＡＣＵ）は、150年以上の歴史をもつカトリック系の高等教育機関4校が合併してできた大学です。特に看護など
の健康科学の分野で高く評価されており、レベルの高い教育を受けることができます。また、約35カ国からの留学生を受け入れており、学生への
学習面、生活面でのサポー態勢にも定評があります。シドニー、ブリスベン、メルボルン、キャンベラ、バララット合計6つのキャンパスがあります。

オーストラリアン・カトリック大学
http://www.acu.edu.au/

語学研修 JSAF Global Learning Program

語学研修  オーストラリア（シドニー/ブリスベン）

JSAF大学キャンパス語学研修プログラムは、JSAＦと協定を結ぶ世界トップレベルの大学キャンパスで3～5週間学ぶプログラムです。
留学先は下記いずれか（アメリカ・アイルランド）より選択できます。

※課外活動などのプログラム詳細については、説明会に参加のこと。

カリフォルニア大学ロサンゼルス(UCLA)は、1919年に設立された州立大学です。世界屈指の名門大学として高い知名度を持ち、大学ランキ
ングでは常に上位に位置しています。周囲にはビバリーヒルズに代表される高級住宅街が隣接しており、ロサンゼルスの中でも特に美しく治安
の良い場所として有名です。

University of California Los Angeles Extension

アメリカの文化や南カリフォルニアの生活スタイルを学びながら、英語のスキルを伸ばすことが出来
るコースです。授業内容は、ポップカルチャーについてのディスカッション、アメリカのテレビやメディ
アについて、映画、グラマー、文法やスラング、ビジネス英語など多岐に渡ります。（ビザ申請対象）

コース概要

目 的 オーストラリア語学研修はＡＣＵの付属語学学校で週20時間の英語学習を行います。「英語
研修」と「英語+インターンシップ研修」の2種類のコースがあり、「英語+インターンシップ研
修」は毎週の英語学習に加え、インターンシップに参加し、オーストラリアの就業の場を直接体
験することができます。また、選択するコースによりキャンパスが異なります。「英語研修」はシド
ニー市内より電車で5分程度の場所にあるシドニーキャンパス。「英語+インターンシップ研修」
はブリスベン市内から車で20分程度の場所にあるブリスベンキャンパスで研修します。

グロスタシャー

イギリス

University of Gloucestershire

グロスタシャー大学は、2001年に設立された比較的に新しい大学です。大学の起源は、1834年に設立された職業訓練所にさかのぼり、数
多くの高等教育機関が統合や名称変更を経て、2001年にCollege of Higher Educationより大学に昇格しました。質が高く多様性のあ
る教えを目標としており、環境プログラムはCentre of Excellence賞を受賞するなど特徴のある大学です。チェルトナムにあるキャンパスの
近くには、シェイクスピアで知られるエイボンなど有名な観光名所が沢山あります。

目 的 英国語学研修はグロスタシャー大学の付属語学学校で週20時間の英語学習を行いま
す。週に1回文化や生活を体験できるプログラムが組まれており、現地の人たちと触れあ
いながらコミュニケーション力を向上させていくことができます。週末は世界遺産、オック
スフォード大学、ロンドン市内観光もあります。

グロスタシャー大学
http://www.glos.ac.uk/Pages/default.aspx

語学研修  イギリス（コッツウォルズ）

プログラム概要

ビクトリア

カナダ

University of Victoria

ビクトリア大学はバンクーバー島の南端、人口約33万人の海に囲まれた都市ビクトリアに位置し、治安もよく、年間を通じて温暖な気候と公園
のような美しいキャンパスで有名です。1963年に創立され、現在は約19,000人の学生が在学しています。カナダの教育リーダーであり、
総合大学部門で過去2年連続1位に選ばれました。

ビクトリア大学
http://www.uvcs.uvic.ca/elc/translate/japanese

目 的 カナダ語学研修はビクトリア大学が運営するランゲージセンターで週4日、20時間の
英語の授業を受ける語学学習プログラム。金曜日はアクティビティ体験があり、カナダ
文化についても学ぶことができます。ビクトリア大学はカナダの中でも治安が良く安
全な場所の1つですので、初めて海外に行く方も安心できるプログラムです。

語学研修 カナダ（ビクトリア）

カリフォルニア大学（ロサンゼルス）
http://www.uclaextension.edu/alc/pages/Default.aspx

シアトルパシフィック大学（SPU）は、全米で最も住みたい都市の第1位に毎年選ばれているシアトルの中心部から車で約10分の閑静な住宅街
に位置します。キャンパスは、落ち着いた雰囲気が漂い勉強するのに最適です。

Sea�le Paci�c University (SPU)

ビザ免除の『Vacation Flex Program (週15レッスン)』を受講します。週10レッスンのグルー
プレッスン「リーディング・ライティング」または「スピーキング・リスニング」に加えて、週5レッスンの
個人レッスンがついているため、短期集中で英語力をUPさせることができます。（ビザ免除）

コース概要

シアトルパシフィック大学（シアトル）
http://www.cultural.org/esl/spu.php

ワシントン大学は、伝統のある最先端の研究大学で、ダウンタウン近郊に位置します。州内でも有数の桜の名所となるなど、緑の多い環境です。
2015年のBest Collegesでは48位(National Universities)にランキングされ、州立大学トップ校で形成される名門校グループ「パブリッ
ク・アイビー」の一つに数えられています。

University of Washington

実生活で使える英語力の向上を目指すコースです。授業では、会話上の表現などを学び、他国の生
徒との交流を通して、リスニング、スピーキング、プレゼンテーションスキルを伸ばすことができま
す。（ビザ免除）

コース概要

ワシントン大学（シアトル）
http://www.ielp.uw.edu/programs/academic-prep/iep/

ダブリンシティ大学は、最新鋭の設備とアイルランド国内でトップのアカデミックリサーチレコードを誇る、世界的に有名な総合研究大学です。ビ
ジネス・科学・電子工学・コンピューター工学・コミュニケーション・言語の分野において高水準レベルの高等教育を提供するダブリンで最も新し
い大学で、世界的にも優れた高等教育機関として認知されています。

Dublin City University

月～金で週20時間の英語レッスンを受講します。会話、文法、リーディング、ライティング、リスニン
グ、スピーキング、発音など、必要な要素がすべて組み込まれています。ハイテクを駆使した授業内
容で生徒自身のスキルアップに繋がるような配慮がなされています。

コース概要

ダブリンシティ大学（ダブリン）
http://www.english.duc.ie/courses/general-english
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Chichester College

Northwestern College/Chichester College

University of Britsh Columbia

ブリティッシュコロンビア大学

カナダ

カナダ（バンクーバー）　 英語現地実習I・II

グローバルイングリッシュ研修

ブリティッシュコロンビア大学
http://www.eli.ubc.ca/

美しいバンクーバーでの生活が楽しみ！バンクーバーは2010年オリンピックの地でした！多文化都市で多くの文化に触れることができます。
ホストファミリーとの交流はハードルを乗り越え感動的！

学科のサポートが最大限に受けられます
● ゼミの遠隔指導が受けられます。
● 現地成績等により２～１０単位認定されます。
● このため4年間での卒業も可能です。

現地大学語学プログラムに１セメスター参加！寮やホストファミリー宅に滞在。

長期留学をサポートしています！

ESL長期留学先の例
ノースウェスタンカレッジ
チチェスターカレッジ

生きた英語を体感する
● 秋学期に準備のための授業を履修し、留学生活に必要な英語が学ぶ。
● 十分な準備をしてこそ、本当に生きた英語を学ぶことができる。
● 現地では”English-Only Policy”できたえられます！

英語を通して文化・社会の多様性を学ぶ
● バンクーバーは多くの移民とその二世、三世が暮らしている。
● UBC語学学校では世界中の国から多くの留学生が来ている。

大学4年間の勉強につなげる
● 一年生のまとめの時期のこのプログラムを今後3年間の学びのステップにする。

目 的

英語コミュニケーション学科教員が全行程引率するのでとても安心です。サポート体制

チチェスターカレッジ

イギリス

英語現地実習III・IVイギリス（チチェスター市） 

チチェスターカレッジ
http://www.chichester.ac.uk/

チチェスター市は英国南部にあり、ロマネスク調の石畳の旧市街、町のシンボルの大聖堂、校外の美しい田園風景に加え、治安の良さ、
物価の安さも理想的。

将来に向け英語力をさらに強化する
● ブリティッシュカウンシルの英語教育機関調査では上位10％内。
● IELTSなどの対策講座、ビジネス英語、スキル強化のための選択授業。

英語圏の文化と社会と直に交流する
● ヨーロッパ諸国、アジア、中東諸国等の各国からの留学生が学んでいる。
● チチェスターカレッジの地元の学生との交流も可能。

目 的

全学科一年生向け 全学科二年生以上向け

二年生以上向け

プログラム概要

アメリカ イギリス

アメリカ

ノースウェスタン
カレッジ

チチェスターカレッジ
イギリス 長期留学



STUDY ABROAD
Let’s

1918

The general aim of this course is for students to develop a deeper understanding of Australia and its people, past, 
present, and future, through the study of and meaningful experiences with its indigenous peoples ‒ the Aboriginal 
people. The main issues we will focus on are the four key words in the title:
1. Diversity - the diversity of peoples who, and cultures which, are called “Aboriginal,”
2. Spirituality - Aboriginal spiritual beliefs and how these influence their practices, This includes Aboriginal peoples’ 
deep spiritual connection to their land,
3. Reconciliation - the major problems that Aboriginal peoples have faced since the British came to Australia, and 
the importance of reconciliation between Aboriginal and non-Aboriginal peoples for all Australians, and
4. Resilience - Aboriginal Australians have shown their resilience by responding to past challenges to their 
existence, surviving as the oldest continuous living cultural groups in the world. They are continuing to fight to 
survive and maintain their unique cultural identities.

目 的

計 画

短期フィールドスタディ オーストラリア

プログラム概要

day 1
day 2-4

day 5-8

day 9-10

day 11-13
day 14

Depart Narita in the evening.

Sydney, NSW:Tribal Warrior Harbour Cruise; Yiribana Gallery, Art Gallery of NSW; Indigenous 
Australians Exhibition, Aust. Museum ; Aboriginal Heritage Tour; Royal Botanical Gardens;

Camp Coorong, South Australia:The Ngarrindjeri people ‒ their land, culture, problems, 
future; Welcome Smoking Ceremony; Boomerang and Spear Throwing lessons, Basket Weaving, 

Bush Walking;, Field trips to significant Ngarrindjeri sites, Musuem Tour.Environmental Art.

Ayers Rock / Uluru, NT: Uluru Sunrise viewing; Base walk of Uluru, Kata Tjuta (Olgas) walk; 
Cultural Center; Uluru Sunset viewing. BBQ dinner and Stargazing.

Cairns, Qld: Tjapukai Aboriginal Cultural Park; Kukuyalanji Dreamtime Forest Walk, 
Return to Narita

短期フィールドスタディ 東アジア

計 画

日本と韓国そして「在日」が分かちがたく関連していることを、実地フィールド・ワークを通じて確認する。歴史的存在である人間は、時間
と空間の中で未来へとバトン・リレーをしていきます。たくさんの驚きと新発見を通じて、自分自身の立ち位置を再確認してみましょう。

目 的

day 1

day 2

day 3
day 4
day 5

day 6

day 7
day 8

day 9

day 10

神戸へ新幹線で移動　夜、神戸の在日社会に関するレクチャー

大阪コリアンタウンFS：聖公会生野センターにて生野の活動についてのレクチャー
生野散策　KCCにて大阪のコリアンの歴史に関するレクチャー　「在日」のヘップ産業見学

神戸FS：外国人墓地　済州島へ移動
マイクロバスにて済州島歴史FS：３・１独立運動記念館　４・３事件歴史記念館　日本軍軍事史跡
海女博物館　日出岬　民俗村　夕刻：釜山に移動
午前：釜山市博物館　午後：新羅大学学生と文化交流・シンポジューム　
夜：新羅大学学生のホームステイ（予定）
半日：自由FS　釜山駅集合ソウルに移動　夜：韓国文化研修
ソウルの大学FS：聖公会大　学生との交流
梨花大学校・延世大学校見学　尹東柱詩碑見学、アンダーウッド記念館　漢陽大学校日本語学科学生との交流
一日：自由FS　（夜9時迄）
ソウル歴史FS　戦争と女性の人権博物館　西大門公園・刑務所、安重根記念館　民族問題研究所資料室など
夜：日本へ帰国（成田または羽田）

「アジアから学ぶ持続可能な社会に向けた課題と地域の人々の取り組み」（仮）をテーマに、変動を続けるアジアの都市と農村におい
て、それぞれで抱える課題とそれを乗り越えようとする人々の主体的な取り組みについて、現地を訪問し、地域の人々と直接語り合
い、一緒に考えます。

目 的

計 画

アジアから学ぶ持続可能な社会に向けた課題と地域の人々の取り組み
担当者：高橋清貴、押山正紀（人間社会学部　国際社会学科）

day 1
day 2
day 3
day 4
day 5
day 6
day 7
day 8
day 9

day 10
day 11
day 12

成田発→バンコク経由→プノンペン着

DC-CAM、トゥールスレーン、キリングフィールド訪問

JLMM（ゴミ山生活者支援）、アフェシップ訪問（人身売買被害者支援）、シェムリアップへ移動（空路）

コッチャン小学校訪問、JVC活動農村訪問

アンコールワット訪問、振り返り

シェムリアップ発→バンコク経由→チェンマイ着

エンパワー財団、アカアマ・コーヒー　他NGO訪問 ユニサーブ泊

カレンの村泊

村滞在 村泊

チェンライへ移動、ミャンマー国境、ゴールデントライアングル見学、チェンライ泊

振り返り、日本に向けて夜便でチェンライ発

朝、日本（羽田）到着

シドニー

オーストラリア Aboriginal Australia: Diversity, Spirituality, Reconciliation and Resilience
担当者：Dexter Da Silva（人間社会学部  社会園芸学科）

短期フィールドスタディ カンボジア・タイ
タイ

カンボジア

韓 国

台湾

中 国

計 画

北タイの中心都市チェンマイにある国立チェンマイ大学にてタイ語、タイの社会・文化・開発について学びながら、貧困、教育、環境、保健、
子供、女性などの問題解決に取り組んでいるNGO、政府、住民組織の活動現場でのボランティアワークや、自分とは異なる文化、価値観
を持つ人々との生活体験を通して、“多様性を受け入れる心”、“自分とは異なる視点から物事を把握する力”、“相手の立場に立って考え、
行動する力”を養います。
その上で、グローバル社会における地域や子ども・女性への影響や問題について具体的に学ぶことを通して“社会のシステムや構造の
中に問題を位置づける能力”を養います。
最終的には“私と社会との繋がりの中で自分の人生を組み立て切り開いてゆく力”、“問題解決のために実践してゆく行動力”を養います。

目 的

長期フィールドスタディ タイ（チェンマイ）
「国際協力とNGO」「貧困と子ども」「持続可能な農業と
コミュニティ」「ジェンダー」「北タイの食文化」などを
現場で体験し、学ぶ
担当者：体験学習委員会（人間社会学部 国際社会学科）

8･9月

10･11月
12月

タイ語集中授業、タイ事情・開発に関わる講義、農村でのホームスティ体験
NGO･政府･住民組織の活動現場視察

体験学習期間（3期に分かれた体験学習、各期ごとに中間報告会を行い、それぞれの学びや経験をシェアー）

まとめとレポート書き、学びの振り返り

タ イ

チェンマイ

「在日」と日韓：未来へと繫ぐ歴史への旅
担当者：李省展（人間社会学部  国際社会学科）
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イタリア
ローマ

計 画

古代ローマから、中世、ルネサンス、バロック、そして現代へと、ヨーロッパの歴史においてイタリアは欠かすことのできない役割を果たし
ました。研修では、イタリアの主要三都市とその近郊に残された歴史文化遺産や美術館を訪れ、古代から現代にまで続くヨーロッパの美
術や文化を学ぶための基礎を作ります。

目 的

文化現地研修 イタリア（ローマ、フィレンツェ、ヴェネツィア）

イタリアで歴史と美術を学ぶ
担当者：伊藤 拓真（人文学部 歴史文化学科）
イタリアで歴史と美術を学ぶ
担当者：伊藤 拓真（人文学部 歴史文化学科）

2010年以降、本学の大学院平和学研究科、台湾の世新大学社会発展研究所、韓国の聖公会大学NGO大学院は交流協定に基
づき、交換授業、夏のCENAサマーキャンプ、３大学共同シンポジウム開催など交流関係を深めてきた。「東アジア市民社会リー
ダー育成FS」は、2016年度から3大学の学生らが共同で事前授業、現地共同FS、事後発表会を行う新概念の体験学習プログラ
ムを実施するようになった。
「2016年度東アジア市民社会リーダー育成FS」プログラムは、このような背景に基づいて、学生が東アジア地域の多様な文化的背
景を持つアジアの各国の教員・学生らとともに日本、韓国、中国（台湾）の現場を同時に歩きながら、共に東アジアの文化と歴史の共通
性と多様性を理解し、多角的な視点から事象を把握し、東アジア「平和共同体」を共にデザインする力を育成することを目的とする。

目 的

計 画

日・中・韓の現場で「平和共同体」を共にデザインする
担当者：李泳采（大学院平和学研究科）　上村英明（大学院平和学研究科）　高橋清貴（大学院平和学研究科）

day 1
day 2
day 3
day 4
day 5
day 6
day 7
day 8
day 9

day 10
day 11
day 12

東京から韓国へ：聖公会大学で入学式、市民運動の現状－NGO団体訪問（ソウル）
韓国： DMZ訪問（朝鮮労働党舎、臨津江駅、都羅山駅、第３トンネル）春川のナミ島
韓国：　米軍基地（平澤米軍基地、梅香里）、＊共同講義＆討論
韓国：　仁川チャイナタウン、　　＊韓国から台湾へ移動
台湾：世新大学で入学式、台湾市民団体訪問　　＊共同講義＆討論
台湾：２．２８記念財団訪問、台湾市内観光（龍山寺、台北101ビル、西門町）＊夜市
台湾：脱原発問題　＊現地訪問　＊共同講義＆討論
台湾から日本へ　＊恵泉で入学式
日本：NGO団体訪問（JANIC、JVC、PARC）　＊共同講義＆討論
日本：国策と人権（三里塚、国鉄民営化問題）　　＊証言
日本：脱原発（福島訪問）　　　＊交流会
日本：綜合討論＆発表　　＊日本から韓国へ移動（台湾、韓国）

day 1
day 2
day 3
day 4
day 5
day 6
day 7
day 8
day 9

day 10
day 11

成田発→ローマ着
ローマの都市構造を理解する

ヴァチカン市国訪問

ローマの歴史文化遺産訪問

フィレンツェへ移動： 都市構造を理解する
フィレンツェ大学学生との交流、ウフィツィ美術館訪問

フィレンツェ歴史文化遺産・美術館訪問

ヴェネツィアへ移動： 都市構造を理解する
ヴェネツィアの歴史文化遺産・美術館訪問

ヴェネツィア発

東京着

プログラム概要

タ イ

チェンマイ大学

3月の約１０日間、タイ・チェンマイにある恵泉と同じくキリスト教主義の大学であるパヤップ大学と共催で行っています。共に、タイ北
部の村へ赴き、ホームステイをし、タイの学生や村の人々と共に集会所などの建設のお手伝い、レクリエーション、礼拝を通し、交わり
を深めます。
30年の歴史をもつこのプログラムは学生たちにとって、大学生活の様々なきっかけになってます。
（他の短期FS、長期FS、海外研修、日本語教員養成など）
単位取得には繋がりませんが、全学科の1年生から4年生までが
参加する中で、仲間と共に創りあげる喜びを経験し、一生の仲間
が得られることでしょう。

目 的

計 画

タイ国際ワークキャンプ

パヤップ大学
担当者：宇野 緑（キリスト教センター）

day 1
day 2
day 3

day 4-8
day 9

day 10
day 11

成田空港より出発　バンコク経由、チェンマイ泊

チェンマイ観光　（象のショー＆ライドなど）

タイ語レッスン・PYUにて交流会・サンデーマーケット

村へ出発　ワーク作業、最終日に文化交流会

キャンプ地より出発、さよならパーティー  チェンマイ泊

午後チェンマイ出発　夜行便にて成田へ出発

朝 成田到着　

韓 国

台湾

大学院フィールドスタディ 東アジア市民社会リーダー育成

（参加者数などに応じて変更の可能性あり）

学内では以下の日程でTOEIC-IP、TOEFL-ITPの団体向けテストを受けることができます。 
海外留学を検討している人は、TOEIC/TOEFLを受検し、自分の語学力を確認しましょう。
（P.24「プログラム参加にあたって」参照）

キャリアセンター

5  月21日（土）

7  月16日（土）

10月22日（土）

1  月24日（火）

2  月17日（金）

❶

❷

❸

❹

❺

＊上記年間予定は変更の可能性があります。
　受検にあたっては＠K＆学内掲示で最新試験情報を確認すること。

TOEIC-IP試験（年間5回）
申込先

2016年度　TOEIC / TOEFL検定試験年間予定

日　程

教務課
11月中旬ごろ実施予定

対象者：1年生
（英語Ⅰ授業内で実施）

TOEIC-Bridge試験
申込先 日　程

学生課
5  月14日（土）

10月15日（土）

❶

❷

TOEFL-ITP試験（年間2回）     
申込先 日　程

学内受検は手軽に英語力を
確認するチャンスです！
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2000年設立以来、日本の大学生を対象にした海外有名大学への学部留学プログラム（Study Abroad Program/SAP）を、大学
との派遣協定のもとに日本で初めて制度化し、学生派遣を行っている国際教育団体です。
JSAF設立目的は、大学の交換留学又は語学留学しかなかった選択肢に加え、米国で1970年代から実施されている、国際教育団
体と海外大学との協定留学制度（Study Abroad）を導入することにより、優秀な日本の大学生が、海外大学での学部留学を実
現できる仕組みを作るものでした。
このStudy Abroad Program（学部留学）によって、現地大学での単位取得と現地大学生と一緒に学生生活を送ることが可能に
なりました。

また、「語学力重点プログラム（FLAP）」では、JSAFと協定・提携を結ぶ世界トップレベルの大学キャンパスで1学期~1学年間、英
語を集中的に学ぶことができます。
設立以来、多くの派遣生が、これらのプログラムを利用して学部留学や語学留学を実現しています。
更に、経験豊富なJSAFアドバイザーより、個別カウンセリングでの留学先選定や、留学手続きや準備、大学との交渉、留学中から
帰国後まで、日本の大学生の特性に合せたきめ細かい留学サポートをしますので、初めての海外という方も、安心して留学に参加す
ることができます。

留学を開始する約9ヶ月前～半年前を目安に出願手続きが必要です。学部留学（SAP）への参加を希望する方は、出願時期までに英語力
基準を満たすことができるよう、定期的にTOEFLやIELTSを受験してください。JSAFでは、TOEFL ITPテストを定期的に実施しています。
その後、JSAF国際教育アドバイザーによる個別留学カウンセリング（学内及びJSAFオフィスにて）に出願先を決定します。

JSAF認定留学プログラムは、本学が協定を結んでいる一般財団法人JSAF/Global Academic Education 「日本スタ
ディ・アブロード・ファンデーション(JSAF)」が提供するプログラムを利用して、大学間協定プログラム以外の方法で、英語圏
6ヵ国、ヨーロッパ5ヵ国、南アフリカ1か国の有名私立・国立/州立大学へ1学期又は1学年間の留学をする制度です。
JSAFプログラムには、以下のような種類があります。

Study Abroad Program（SAP） A
1学期～1学年間、留学先大学での学部授業履修
プログラム参加には出願時に派遣先大学が定める語学力基準及び成績基準（GPA：最低2.6以上）を
満たしていることが必要※。

Study Abroad Program（SAP） B
前期に大学内で語学研修を受講し、後期に学部授業履修
プログラム参加には出願時に派遣先大学が定める成績基準（GPA：最低2.6以上）及び語学研修開
始の語学力基準を満たしていることが必要※。

プログラム 概　要

1学期～1学年間

1学期～1学年間

1学年間
目 安

Foreign Language Program（FLAP）
留学先大学にて、全期間語学研修を受講します。（初級から上級まで）
プログラム参加には、恵泉女学園大学の定める認定留学基準を満たしていることが必要。（GPA 2.0以上）

春派遣

秋派遣

3月~12月

8/9月~翌5/6月

３月~8月

8/9月~12月

応募資格

募集期間

応募締切

説明会

● 原則GPA2.0以上
● 留学時に2年生以上であること
● 指導教員（ゼミ教員）・学科承認が得られること
● 応募時までにTOEIC又はTOEFLを受験していること （TOEIC 350～400、TOEFL 400～450を取得していることが望ましい）

随 時　　※承認がされるまで時間が掛るため余裕を持って相談・お申込ください。
4月、5月、10月、11月のお昼休み（※第1又は第2木曜日予定）

● 次年度春学期出発 → 大学締切1次 6月末、大学締切2次 9月末
● 次年度秋学期出発 → 大学締切1次 10月末、 大学締切2次 12月末～1月初旬

TOEFL- ITP : 5月、10月実施予定
大学試験月以外はJSAFにて受験するよう指導し、受験状況をご確認ください。

応募時
必要手続き

学生課の申込書に記入、
指導教員（ゼミ）に署名・
捺印をもらい学生課に提出

国際交流
委員長の面接

返却される申込書の
コピーを持参し
JSAFへ申込

所属学科での
承認

オプション1

オプション2

オプション3

JSAF留学の
準備

お問い合わせ先
詳細はJSAFホームページを参照　http://www.japanstudyabroad.org/
問い合わせ先　TEL：03-5287-2941 E-mail：info@japanstudyabroad.org
 〒169-0075 東京都新宿区高田馬場1-4-15 三井生命高田馬場ビル 1F

※大学ごとの出願基準（英語力/GPA）はJSAFプログラムパンフレット、JSAFウェブサイトをご参照ください。

TOEFL ITP 450/iBT 46/IELTS 5.0以上

目 安 TOEFL ITP 500/iBT 61/IELTS 5.5以上

JSAFプログラム

１学年間 １学期間
JSAF留学スケジュール例

JSAFとは？

JSAF認定留学プログラムとは

派遣先大学（抜粋）一般財団法人JSAF/Global Academic Education
日本スタディ・アブロード・ファンデーション

学部授業履修

語学研修＋学部授業履修

語学研修受講

プレステージ・スタディアブロード対象校
ハーバード大学ハーバードカレッジ（米国）　 
オックスフォード大学（英国）　 
コロンビア大学（米国）
ペンシルバニア州立大学（米国）　 
コーネル大学（米国）　 
ジョンズ・ホプキンス大学（米国）　 
デューク大学（米国）　 
キングス・カレッジ・ロンドン ロンドン大学（英国）
ノースカロライナ大学チャペルヒル（米国）　 
ワシントン大学（米国）
カリフォルニア大学ロサンゼルス エクステン
ション（米国）
バージニア大学（米国）
ダブリン大学トリニティカレッジ（アイルランド）
ニューサウスウェールズ大学（オーストラリア）
オークランド大学（ニュージーランド）

アメリカ
アメリカン大学
アシュランド大学
カリフォルニア大学ロサンゼルス
カリフォルニア大学サンディエゴ
カリフォルニア大学アーバイン
サンフランシスコ州立大学
カリフォルニア州立大学ロングビーチ
カリフォルニア州立大学ノースリッジ
シアトルパシフィック大学
インディアナ大学ブルーミントン
ジョージタウン大学
セントマイケルズカレッジ
ニューヨーク州立大学オールバニ
アリゾナ大学
コロラド大学ボルダー
バルパライソ大学
ミネソタ大学ツインシティ
モンタナ大学
セントトーマス大学ミネソタ
オレゴン大学
ユタ大学
バーモント大学
ロードアイランド大学

カナダ
トロント大学　
ブリティッシュコロンビア大学

英国
イーストアングリア大学
エクセター大学
クイーンズ大学ベルファスト
グラスゴーカレドニアン大学
ニューカッスル大学
リッチモンド大学ロンドン
サセックス大学
リージェンツ大学ロンドン

アイルランド
ダブリンシティ大学
アイルランド国立大学メイヌース

オーストラリア
ニューサウスウェールズ大学
フリンダース大学

ニュージーランド
オークランド大学

スペイン
サラマンカ大学
バルセロナ自治大学

ドイツ
SRH ハイデルベルク大学

イタリア
ミラノカトリック・サクロクオーレ大学
フィレンツェ大学

チェコ
プラハ経済大学

フランス
パリ大学ソルボンヌ（パリ第 4大学）
ストラスブール大学

＊青字：恵泉女学園大学より派遣実績あり
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  2．本学の安全対策・危機管理体制
「危機管理」には、まず「緊急事態を招かないよう気をつけること」と「万が一緊急事態が起きた場合、被害を最小に防ぐ」ことが課題
となります。本学企画の全プログラムは、まず、参加する学生が安全に学ぶことができるプログラムを企画し、その大学の意向を
理解し、協力をすることを契約できる教育機関・コーディネート会社、旅行業者を選考し委託しています。
なお、外務省海外安全ホームページ（http://www.anzen.mofa.go.jp/）において、当該国について「渡航の延期をおすすめします」
レベル以上の勧告が出た場合、プログラムの開催を見合わせることがありますので、ご了承ください。また、本学では、いろいろな
事態を予測し、不測の事態にも対応できるよう、以下の備えをしています。

安全対策・危機管理
■ 緊急管理マニュアル
担当教職員がプログラムの内容全般を把握し、危機の回避と、緊急時の迅速かつ的確な動きが取れるよう、マニュアルを作成しています。
■ 緊急対策本部と担当教員の連絡体制
プログラム開催期間、緊急時に備え24時間連絡が取れるような体制をとっています。
■ 本学の個人情報の扱い
恵泉女学園としての個人情報の取扱いについては、ハンドブック「個人情報の取扱いについて」に記載してありますのでご覧ください。また、
企画のサポートを依頼する業者にも、個人情報の管理については、学園の方針に沿った運用をする業者を選考しています。ご質問がありました
ら庶務課までお問い合わせください。
■ 健康面の情報の取り扱い
プログラム運営上、みなさんの健康面について確認します。これは、ホームステイ先のペットなどによるアレルギーなどの軽症のものから既往症な
ど、心身全般にわたり、現地でその症状が出た場合、引率者による医療機関への引継ぎが可能な状態にしておく必要があるためです。研修参
加申し込み時に提出する「健康に関する質問書」に書きにくい場合は、面接時に関係者に伝えるようにしてください。また、診断書や処方箋（英文）
などの提出をしていただきます。大学に申し入れがない場合、現地での十分なサポートができない事態にもなりますので、注意をしてください。
■ 海外旅行傷害保険
海外プログラム参加者は、各自必ず任意の旅行傷害保険に加入をするようにしてください。また、必ず出発前に旅行傷害保険に加入しそのコ
ピーを担当部署に提出してください。なお、クレジットカードの付帯保険は認めておりません。
■ 確約書の意義
大学のプログラムは、学生各々が自覚を持った行動ができることが最低限の条件となっています。ホームステイ先での時間やステイ先から研修
先までの移動中、自由時間など、各自が十分気をつけて行動をしてください。プログラム参加者は、恵泉の学生としてのルールのほかに、訪問
国の法律（飲酒、喫煙、道路交通法規など）に従わなければならないことに注意してください。

  3．参加にあたっての注意点
■ ＠k、掲示、メールの確認、手続きの時間厳守
プログラムの募集情報はもちろんですが、プログラム終了までは、緊急を要する連絡事項や大切な伝達事項などがあります。＠k、掲示物、メール
のチェックはこまめに行ってください。また、諸手続きについては、提出期限を厳守してください。
■ 研修参加・協定留学時の心がまえ
本学の海外プログラム、協定留学制度によって留学をする場合、このプログラムの主旨を理解し、本学の代表として留学をすることを忘れない
でください。プログラムへの参加または協定留学派遣が決定された場合でも、本学での学習態度や学業成績が悪い場合は、参加、派遣に影
響を及ぼすこともあります。気を緩めず学業に励んでください。
■ 保証人との確認
プログラムの参加を考えた時点から、保証人に報告・相談してください。プログラムにより費用は異なりますが、参加費用は決して安くはあ
りません。どのくらいの予算が必要になるのか算出して保証人の方に相談しましょう。
■ パスポートの申請について
海外へ行く時は必ずパスポートが必要になります。海外プログラムの参加を検討している方は、パスポートの申請もなるべく早めにしましょう。

□ 恵泉女学園大学の学費

□ 留学先大学の学費

 ●登録料

 ●教科書代など

□ 生活費

 ●寮費・食費

 ●身の回り品

 ●交遊費など

□ 往復の渡航費

□ 海外旅行傷害保険料

□ その他

　　　　　　　合 計　　　　　　　　　　円 

海外プログラムでなにをし、なにを学びたいですか？

夏休み、春休みの短い期間？ 
それとも在籍変更をして海外で学びたいのですか？

特に長期留学を考える場合、就職活動や卒業の時期などを
考える必要があり、入学から卒業までの単位取得を
計画的に行わなければなりません。

本当に留学することが必要か迷ったら、留学によって
受けるだろうと考えられるメリット、デメリットを
リストアップしてみましょう。

留学のスタイルで必要な費用は大きく変わってきますが、
在籍校での学納金や、現地での研修費用、滞在費など、
どのくらい予算が必要か算出してみましょう。
その支出予定に対して、保証人等からの援助は得られるのか、
留学ローンや学内外の奨学金の申請が必要なのか、
具体的に計画を立ててみましょう。

TOEIC

280ｰ300
267ｰ277
253ｰ263
250ｰ253
237ｰ247
220ｰ233
207ｰ220
190ｰ203
173ｰ187
157ｰ170
140ｰ153
123ｰ137

650ｰ677
630ｰ649
610ｰ629
600ｰ609
580ｰ599
560ｰ579
540ｰ559
520ｰ539
500ｰ519
480ｰ499
460ｰ479
440ｰ459

114ｰ120
109ｰ113
102ｰ108
100ｰ101
92ｰ99
84ｰ91
76ｰ83
68ｰ75
61ｰ67
54ｰ60
48ｰ53
42ｰ47

Aレベル
860ｰ990
3.0％ １級

準１級

２級

Bレベル
730ｰ859
8.0％

Cレベル
470ｰ729
49.0％

英語検定TOEFL
iBT

TOEFL
PBT

TOEFL
CBT

３級

４級

５級
（中学初級）

準２級

TOEIC TOEFL
iBT

TOEFL
PBT

420ｰ439
400ｰ419
380ｰ399
360ｰ379
340ｰ359
320ｰ339
300ｰ319
280ｰ299
260ｰ279

TOEFL
CBT

110ｰ123
97ｰ107
83ｰ93
70ｰ80
60ｰ70
47ｰ57
37ｰ47
27ｰ37
17ｰ27

36ｰ41
32ｰ35
26ｰ31
22ｰ25
18ｰ21
ｰ17

Dレベル
220ｰ469
37.0％

Eレベル
0ｰ219
3.0％

英語検定

★ i B T ＝ Internet-Based Testing
★CBT ＝ Computer-Based Testing
★PBT ＝ Paper-Based Testing

「留学したい」という気持ちがかたまったら、自分の語学力
を確認してみましょう。留学先では、原則すべてのやり取り
は現地の言葉で自分で行わなければなりません。語学力が
伴っていないと、留学の申し入れを受け付けてもらえない

場合もあります。語学は短期間で習得できるものではありま
せん。留学をしたいと思ったら、まずは自分の語学レベルを
TOEFLや各言語検定試験などで確認しましょう。その上で、
日々、語学力アップのため、勉学に励みましょう。

2

3

4

5

留学の期間

留学の時期

留学による
メリット・
デメリット

留学のための
経済的支援

海外に出かけることが難しいことではなくなってきたこの
頃では、海外での研修や留学の経験をする学生数は増え
ています。言葉を変えれば、就職をする時に、中途半端
な海外体験では、アピールポイントにはならないという
ことです。海外に出ることが自分にとってどのような効果
をもたらしたかを考え、どのように他者に伝えるかは自
分次第です。また、「留学すると就職活動の時期と重なっ
てしまうから」とあきらめてしまう学生もいます。けれど、

一旦就職をすると長期の休暇を取ることは難しくなりま
す。海外でいろいろな経験をすることで、今までの就職、
人生設計に対する考え方が変わることもあるかもしれま
せん。留学をすることでさらに自分を見つめ、自信をつ
けて就職活動に臨むことも出来るかもしれません。今し
かできないことは何なのか？ 今留学することで自分に
プラスになることとマイナスになることは何なのか。リ
ストアップして考えてみましょう。

英
語
試
験
難
易
度
比
較

自己計画を立てる
留学のためにかかる費用はどのくらい？

海外プログラム参加にあたって

  1．計画と準備
海外で学習するには、いくつかの条件が整わなければできることではありません。また、自分の思いを確実にするためにも、事前に
しっかりとした自己計画を立てる必要があります。その上で、自分にあった留学の形（短期留学か、長期留学か。または１ヶ月以下の
大学プログラムに参加するのか、個人的留学にするのか）についても考えてみましょう。

留学の目的1

留学をすると
就職に有利？

自分の
語学力を
確認しよう
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A. 海外プログラムの奨学金は主に「貸与」と「給付」の下記2種類があります。

貸 与 恵泉女学園大学短期貸与奨学金：大学主催単位認定プログラムの場合参加費用の30％～40％（上限
20万円まで）を希望者へ大学が貸し付ける。

 ※在学中25万円までを限度とする　※貸与の可否については審査による。

給 付 JASSO奨学金：日本学生支援機構による給付奨学金。年度により支給対象プログラム及び支給
対象者の条件が異なる。各プログラム説明会時に支給対象プログラムと奨学金の説明を行う。

その他、奨学金についての質問は学生課に相談して下さい。※学科プログラムは教務課に相談して下さい。

A. 受講している語学クラスの先生や、アドバイザーやゼミの先生に相談してみてください。長期の留学を考え
ている方は学習計画を立てるためにも、早い段階から相談するといいでしょう。

A. 語学研修

タイ国際ワークキャンプ

英語コミュニケーション
学科研修

フィールドスタディ

文化現地研修

留 学

語学を学ぶためのプログラムです。
ボランティアを通して学習するプログラムです。
英語コミュニケーション学科の学生を対象とした学科独自の語学学習プログラムです。
他の学科の学生は参加できません。
国内外での現地授業で訪問先の課題を学び、体験的な学習を行います。
文化・歴史文化学科学生を対象とした学科独自の現地授業です。
実施先の文化や歴史について学びます。
６ヶ月または1年間海外の大学（あるいは大学附属の語学学校）で
長期的に学習します。

A. 留学するには事前に「留学願」が必要ですが、留学開始日により申請時期は異なります。事前に教務課に
相談しましょう。学籍異動については下記の通りです。詳細はハンドブックを参照のこと。

原則「在学」として扱われます。留学前に必ず教務課で「留学願」を受取り、
記入の上速やかに提出して下さい。また、「在学」となるため、在籍料を支払う
ことになります。

大学が提携を結ばない機関を通して長期留学を行う場合は「休学」として
扱われます。詳細につきましては事前に教務課に相談をし、「休学届」など
必要な届を提出して下さい。

協定留学／ＪＳＡＦ認定留学

学外プログラムの留学

海外プログラムの奨学金はありますか？

語学検定試験の勉強方法について誰に相談すればいいの？

同じ渡航先で同じ期間のプログラムがあるけど、
それぞれの違いは何ですか？

長期留学時（6ヶ月/1年）の恵泉女学園大学の
学籍異動手続きはどうするの？

Q

Q

Q

Q

フィリピン英語語学研修 歴史文化学科2年

渡航までは不安でした
フィリピンについたころはとても緊張していて、クラスになじめるか、マンツーマンクラスの先生とうまくやれるか、ルームメイトと
生活できるか、不安だらけでした。しかし、みんなと打ち解けることができ、勉強に生活に充実した楽しいものになりました。親元
を初めて長く離れ、外国での初めての寮暮らしという自立した生活は、すべて自分の考えで動くことができ、とても楽しかったで
す。自信をつけることのできた5週間で、何でもできる、やってやろうという気分でいられました。

フィリピンでの充実の日々
交通機関ひとつに乗るのも楽しく、特に友達と一緒だととても楽しかったです。日本から出て初めて見えるものもありました。英
語を初めて使う5週間は、英語で外国人と意志疎通ができることの素晴らしさを知り、もっと喋れるようになりたいと思いました。
研修後は、TOEICの点数が200点以上も上がるという成果が出て、とても嬉しかったです。

語学研修で学んだこと
私がこの5週間で学んだことは、余計な心配や考えに時間を費やさないこと、そして、自分の感覚を信じて行動して
みて、そこから何かを学ぶというスタイルのほうが良いということです。（恵泉のスタイル、実体験から学ぶ、が体感
できました！）その方が結果的に多くを学べるし、確かな学びとなり、次の世界につながっていきます。自分でなにか
行動すると、責任が出てくるけれど、それを通り抜けることによって成長できると確信しました。

英国語学研修 文化学科2年

自分の語学力の無さを痛感しました
私はイギリス語学研修に参加してみて、改めて自分が自立できていないことに気付かされた。出発する前に一人で外国に行くと
いうことに不安はあったが、なんとか乗り切れるだろうという気持ちだった。だが、実際にイギリスに到着し、ホストファミリーと会っ
て、家へ向かっているときから急に自信がなくなってきて、何を話して良いか分からなくなり、聞かれたことに単語で返すだけになっ
てしまった。今まで中学から７年間も英語を勉強しているのだから、簡単な会話や質問くらいできるだろうと思っていた。しかし、
それは大きな間違いだった。

小さな目標をひとつずつ達成することで得られたこと
二日目からは、間違っても良いから何か話すべきだと思ったので、積極的に話しかけてみることから始めた。初日の授業では、私
にとって内容も難しく、沢山の多国籍の学生に囲まれて、何をやればいいのか、いま何をやっているのかさえ分からない状態で、
心が折れそうになった。しかし、この経験をしたことで、今この瞬間を無駄にしないためには、全部自分からやりにいけなければ
いけない、受け身ではなく積極的にすべてやらなければ進めないということを学ぶことができた。日数が経つと、少しずつ英語も
聞き取れるようになったり、自分から一生懸命話しかけてみたりすることが出来るようになった。勇気が出ず、質問もできなかった
私はまず隣の人に話しかけるところから始めてみようと、小さな目標を作ってひとつひとつ達成していった。すると、たくさんの国
の学生と話すようになり、初日に自分が思っていた不安が考えられないほど学校は楽しいものになっていた。自ら率先して変えて
いくことの大切さを学ぶことが出来た。

語学研修で学んだこと
私がこの研修で特に感じたことは、沢山の国の人がいてそれぞれの言葉で生活してきた人達が、英語という共通語
で話して意志疎通を図っていることが、とても不思議に感じたとともに、やはり英語はとても大切なものだと思った。
日本人は、遠慮がちになってしまうことが多いが、沢山のチャンスを逃すことにもなるし、自信がないと積極性が無く
なってしまう。もっと自分を知ってもらうためには、自分から発信していくことがとても大事なのだと思った。この研修
を通して、沢山の素晴らしい出来事や、人に出会うことが出来て、私の人生の中でかけがえのない時間になった。短
い間ではあったが、異文化共生を肌で感じることが出来たので、これからの学生生活や、その後の人生に活かして
いきたい。

Ｑ＆Ａ 参加学生コメント
※記載されている学年は、派遣時の学年です。
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延辺中国語学研修 国際社会学科2年

恵泉初の延辺中国語研修に1人で参加
延辺は朝鮮族がいる中国と朝鮮の文化が混ざったおもしろい地域だと聞き、興味を持ちました。その地域では中国語と朝鮮語が
公用語であるといいます。昨年夏に韓国語学研修に行った経験と、今年から恵泉で中国語を取り始めたこと、そして朝鮮族の暮
らしが気になったことをきっかけに、この延辺中国語学研修に参加しました。恵泉で初めての試みに1人で行くというのは不安や
緊張もありましたが、とても貴重な体験ができました

勉強とアクティビティで充実の毎日
延辺の夏キャンプ2週間コースの、私を含む日本からの学生（2人は明治大学から、そのうち1人は香港からの留学生）は3人だけ
だったため、新たにクラスが作られることはなく、2週間前から参加していた韓国人とロシア人に合流することになりました。授業
は8時に始まり、90分授業が午前中に2コマありました。授業始めに20問ほどの単語小テストを行ない、80点未満は間違いを
10回書いて提出という決まりがあったので、どの人も緊張感を持ってテストに臨んでいました。授業の説明は基本的に韓国語で
行なわれましたが、私とロシアの子のために英語や少しの日本語での補足もあり、とても助けられました。また、毎日のように太
極拳や餃子作りなど様々なアクティビティがあり、楽しく忙しく過ごしました。

語学研修で学んだこと
慣れない環境で正直帰りたくなった時もありましたが、今ではもっと延辺にいたかった、また行きたいとまで気持ちが
変わりました。思ったより韓国語が通じるところが少なかったり、トイレが詰まったりと困ったこともありましたが、その
たびにまわりの方々に助けていただきました。中国語が分からなくて韓国語も通じない時、お店の人はゆっくり言い直
してくれたり、宿舎のおばさんは分かるところだけ分かればいいよ、という雰囲気だったりと、気持ちが軽くなったこと
があります。優しい人が多くて本当にありがたかったです。中国語はまだよく分からないし、韓国語もまだ全然だめだと
分かったので、頑張らなくてはと思いました。延辺での生活はとても楽しかったのでまた参加したいです。

韓国協定留学（聖公会） 英語コミュニケーション学科3年

協定留学で目にしたもの
私は今回の6ヶ月にわたる留学生活を通じて様々なことを学び、見直すべき点も多く見つけることができました。留学中には様々な出
来事が起きました。中でも一番大きな事件といえば、セウォル号事件だと思います。その事件を通じ韓国社会の闇の部分や改善すべ
き点、そしてその被害者家族を中心として起こった政府に対してのデモ運動などを代表する行動力や韓国人の団結力などを間近で見
ることができました。

恵まれた環境で学んだ日々
留学生活を通じて知り合った韓国人学生や飲食店の社長さんなどの人柄に励まされたことも多くありました。私が知り合った多くの韓
国人は留学生である私たちに親切にしてくれ、ひとつでもいい思い出を作っていってほしいと尽くしてくれました。特に日本語学科の
学生達は、校内で会うと韓国語、日本語どちらでも挨拶をしてくれて、とても嬉しかったです。また、語学堂の先生方や聖公会日語学
科の教授方にも大変お世話になりました。語学堂の先生方には、１学期に２回ある１対１で行う相談の時間に韓国語の学習方法や生活、
また帰国してからの就職活動についてなど幅広い事柄について相談に乗っていただきました。語学堂の修了式で皆勤賞と成績優秀賞
を同時に受賞し、また７月に韓国で行われた韓国語能力試験（TOPIK）５級を、４級の授業を聞いていた私が取れたことは語学堂の先
生方の支援なしにはできなかったことであると思います。自分自身も多くのことを考える機会になった留学でした。

語学研修で学んだこと
来年の春からいよいよ就職活動が始まりますが、自分はなんのために働くのか、自分はなにがしたいのかなど、日本に
いたときよりも広い視野で考えることができました。この留学で受けた恩をこれからの自分の人生で返していけるよう
に頑張ろうと思います。

オーストラリア語学研修 国際社会学科3年 

一人参加の語学研修
私は語学を勉強することが大好きで、自分の英語力をより向上させたいと思い、参加することを決めました。恵泉からの参加は私一
人ということもあり、初めは少し不安がありました。授業は、自分のレベルに合わせてクラス編成され、私のクラスでは中国をはじめ
とした、アジア人の留学生が多く見受けられ、約8～ 10人の学生と共に英語を学びました。1週間に2、3度テストが行われ、自分
は今どのくらい理解できているのか確認することも出来ました。そしてシドニーには様々な国の人々が生活しているので、英語だけ
ではなく、中国語や韓国語などほかの言語を学ぶ上でも適している国だと感じました。最初に抱いていた不安もなくなり、沢山の友
人と交流することができました。

シドニーでの充実した毎日
授業は8時半から休憩を含み1時まで行われるのですが、その後は友人と共にシドニーの街をたくさん観光しました。空気も綺麗で
人々もフレンドリーだし、とても過ごしやすい街だと感じました。人々の生活もとても穏やかで、東京にいたときは忙しなく感じてい
ましたが、こちらでは時間がゆったりと過ぎていきました。観光スポットも電車・バス・フェリーで行ける範囲にあるので、時間を有効
に使いながら、観光するのが良いと思います。ホストファミリーと会話をしたり、出かけたりしていると、自分の語学力の未熟さを感じ、
言いたいことがなかなか伝えられないこともありましたが、相手に理解してもらいたい、伝えたいという思いがあればなんとでもなる
と思いました。要は自分次第だということです。積極的に自分の意思を伝えることの大切さも学ぶことが出来ました。

語学研修で学んだこと
一カ月という短い時間でも、自然と英語が出てきたり、少しではありますが、成果を得ることが出来たと思います。
私の好きな言葉に「留学で得た経験は人生のギフトになる」というものがあります。留学を通して、改めてそう感じる
ことが出来ました。語学を学べることはもちろんですが、世界各国に友人ができ、今までの価値観や自分の考えなど
も変わります。もし留学について悩んでいる人がいたならば、私は留学することを強く勧めます。母国語以外に話せ
る言語が一つあるだけでここまで人脈が広がり、得られるものがあるということを伝えていきたいです。そして日本
ももっとグローバルに英語が飛び交う国になってほしいと思いました。この環境を与えてくれた家族に感謝すること
もできたし、新しい自分を発見することができた充実した留学生活でした。 カナダ語学研修 歴史文化学科2年

優しい街ビクトリア
今回の研修先のビクトリアは、とても穏やかで明るく、人だけでなく街全体の空気が優しさで溢れていると感じられるところであった。
ビクトリアの人の温かさというのは、他とは比べられないほどだと私は感じる。ダウンタウンや学校内できょろきょろしていると、「どこ
に行きたいの？」と声を掛けてくれ、バスに乗り降りする時、‘Hello!’‘Thank you!’はほとんどの人が言う。毎日そんな優しさに触れ
ていたことで、私自身もすごく穏やかな気持ちになれていたように思う。

国際交流の楽しさに触れる
ホームステイというのも、ほぼ初めての体験だった。私の場合、行く直前にホームステイ先が変わったので、心の準備があまりできな
いままホストファミリーと会い、初めは緊張するし、不安もあるしで一カ月過ごす自信を持つことができなかった。しかし、家族皆が沢
山話しかけてくれ、わからない時は簡単に言いなおしたりしながらコミュニケーションを取るようにしてくれたおかげであっという間に
生活に慣れることができた。私のクラスは日本人が３分の２を占めるクラスで、日本語禁止なのに日本語で話しかけてくる人もいれば、
私自身も質問の意図がわからない時は日本語で聞いてしまうこともあったが、思った以上に国際交流できたことへの嬉しさは大きい。

語学研修で学んだこと
今まで英語の訛りというものを感じたことがなかったが、様々な国の人と接することによって本当に色々な英語が
あって、聞き取りづらいものも聞き取りやすいものもあるけれど、同じ言語を話していることには変わりはなく、伝え
ようという気持ちがあれば伝わるものなのだということを学んだ。今振り返ると本当に夢のようで、今すぐに戻りた
いと思ってしまうぐらい楽しい時間だった。世界を体感したいという目的も、以前の留学のリベンジも、満足できるぐ
らいにできたと思う。そして、一カ月間英語を使って生活できたこと、これが何よりの自信になった。ただ、英語力も
コミュニケーション力もまだまだなので、この一カ月の経験を忘れずに、ここで終わりにせず勉強を続けて、ホストファ
ミリーや友達と今回以上に話ができるようになることを次の目標にしたいと思う。

参加学生コメント



留学の目的を具体化しましょう（入学時あるいは出発の1年半以上前が望ましい）
● 何のために留学しますか？
● いつ（何年生の時に）留学したいですか？
● どこの国や地域に留学したいですか？
● 留学先でどのような学習をしたいですか？
● 留学費用はどのくらいかけられますか？（出せますか？）

説明会に参加（出発1年以上前から募集に合わせて参加すること）
● ＠ＫやＣ205教室前の掲示板で説明会の日程を確認しましょう
● 分からない場合は学生課で確認、相談しましょう
● 説明会の資料はきちんと読みましょう

選出されない場合や
受入許可が得られない
場合はあきらめないで、
再挑戦の準備をしましょう

選考結果報告、事前勉強やオリエンテーションの参加

ビザ取得、航空券手配、派遣先願書等の準備及び提出

出発

学内選考～応募書類提出及び学内審査（出発 約10ヵ月～6ヵ月前）　
● 説明会時に配布される応募書類一式　
● 志望動機書
● 成績証明書等各種証明書

留学が自分の将来とどう関係しますか？
● 留学を含めて定められた就学年数で卒業するために、学習計画（履修科目など）を立てる

具体的準備（出発1年半から1年以上前から準備することが望ましい）

に記載の表を参考にするとよいでしょうP24 1.計画と準備

1. 学業成績の確認
● 単位は計画通り取得できていますか？
● 成績は応募基準を満たしていますか？
● 満たしていない場合どのようにこれから準備しますか？

2. 資金の準備（留学時の費用はどのように、いつまでに準備しますか？）
● 留学先はどのくらいの費用がかかりますか？
● 資金はどのように準備しますか？保証人にはお話しましたか？
● 奨学金についてきちんと調べましたか？

3. 語学力
● 語学検定は受験しましたか？（まずは自分のレベルを確認しましょう！）
● 応募基準のスコアに語学力を向上するため、どのように学習しますか？

留学への意識が芽生えたらまずは将来設計を立てましょう！

留学までの流れ

将来のために
留学したい！

海外プログラム参加までの流れ

フィールドスタディ（ＦＳ）語学研修/留学 学科研修タイワークキャンプ

※ＦＳは事前学習、体験学習、事後学習がそれ
ぞれ「フィールドスタディ入門Ⅰ、「フィールド
スタディⅠ」、「フィールドスタディⅥ」がセット
になったプログラムです。

問合せ ： 教務課

問合せ ： 学生課 問合せ ： 教務課問合せ ： キリスト教センター

危機管理講習へ出席

説明会時に配布される
申込書を学生課へ提出

国際交流委員による選考・承認

1.

2.
3.

4.
5.

合格者はオリエンテーション
に参加

研修/留学

担当学科による選考・認可

説明会で配布される
申込書を教務課へ提出

1.

2.
3.

4.

合格者はオリエンテーション
に参加
危機管理講習へ出席

5.事前授業（課題）参加後現地
にて研修

1.

2.
3.

4.
5.

説明会時に配布される申込書
をキリスト教センターへ提出

宗教委員による選考・認可
合格者はオリエンテーション
に参加
危機管理講習へ出席
研修/留学

志望理由書、選考申込書に
担当教員より署名をもらう

事前学習の「フィールドスタディ
入門Ⅰを履修

事前学習後現地での研修に
参加できる

1.

2.

３.

5.

実施されるプログラムを確認

４.危機管理講習へ出席

海外プログラムへの参加を決める前に、まずは計画を立てましょう！

※他にも沢山ありますので、自分で調べてみましょう

日本学生支援機構 海外留学支援サイト http://ryugaku.jasso.go.jp/
官民協働海外留学支援制度
トビタテ！留学ＪＡＰＡＮ奨学金 http://www.tobitate.mext.go.jp/

公益財団法人平和中島財団 http://hnf.jp/

日本中国友好協会 http://www.j-cfa.com/abroad/

ＩＥＬＴＳ Ｓｔｕｄｙ ＵＫ奨学金 http://www.britishcouncil.jp/exam/why-take-exam/scholarships

海外プログラムに参加し、なにを学習したいですか？
● プログラムの違いについては P26 Q＆A参照

プログラム参加に必要な授業や勉強会に参加できますか？
● シラバスをよく読んで、卒業までの履修計画をきちんと立てましょう

プログラム参加に必要な成績に達していますか？
● 未達の場合はどのように達成するか計画を立てましょう

参加するための費用はどのように準備する予定ですか？

P26 Q＆A参照

● どのくらいの費用が必要になるか、きちんと調べましょう
● 保証人に相談しましょう
● 自分で費用を支払う場合は、計画的にアルバイトをしましょう
● 学内や学外の奨学金について調べましょう
● 学内奨学金については

学外奨学金参考

興味があるプログラムの
説明会日程を＠Ｋと掲示板で確認 説明会に出席 応募書類を担当部署へ提出

（〆切はきちんと守りましょう！）

応募方法


