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8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

ン・事前授業 ※説明会やオリエンテーションの詳細スケ
　ジュールは、＠Kでお知らせします。

［次年度のプログラム募集］※※2020年度第2次

留 学

留 学

研 修

研 修募集・説明 選 考

研 修

研 修

募集・説明 選 考

募集・説明 選 考

研 修

研 修募集・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

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］ 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

留 学

留 学

オリエンテーション

事前授業（秋学期）

事前授業（秋学期）

研 修

研 修

研 修

研 修

研 修

留 学

留 学オリエンテーション

留 学オリエンテーション

留 学

留 学

留 学

留 学

①6ヶ月②1年 ［留学開始は次年度8月①②］募集・説明 選 考

研 修

研 修

募集・説明

募集・説明

募集・説明 ※※

研 修

研 修

［次年度のプログラム募集］

②6ヶ月［2月出発］ 留 学募集・説明 選 考 オリエンテーション

留 学

②6ヶ月［2月出発］ 留 学募集・説明 選 考 オリエンテーション

留 学

留 学

②6ヶ月［2月出発］ 留 学募集・説明 選 考 オリエンテーション

③1年［4月出発］ 募集・説明 選 考 オリエンテーション

③1年［2月出発］ 募集・説明 選 考 オリエンテーション

①6ヶ月［4月出発］ 募集・説明 選 考 オリエンテーション

オリエンテーション 留 学

研 修

研 修
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4月 5月 6月 7月

韓国（新羅大学）

留学（協定校）

オーストラリア（オーストラリアン・カトリック大学）

カナダ（ビクトリア大学）

フィリピン（サン・アグスティン大学）

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） ※（実施未定）

オーストラリア

カリフォルニア

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 選 考 オリエンテーション

タイ国際ワークキャンプ  ※キリスト教センターへご相談ください。

P.4へ

P.6へ

P.6へ

P.6、P.16へ

P.8、P.14へ

長期フィールドスタディ タイ（チェンマイ） P.8、P.16へ

P.18、P.19へ

※2020年度第1次

①6ヶ月［8月出発］
②6ヶ月［2月出発］
③1年　［2月出発のみ］

①6ヶ月［8月出発］
②6ヶ月［2月出発］
③1年　［2月出発のみ］

①6ヶ月［8月出発］
②6ヶ月［2月出発］

①6ヶ月［9月出発］
②6ヶ月［2月出発］

①6ヶ月［４月出発］
②6ヶ月［9月出発］
③１年［４月出発のみ］

①6ヶ月
②1年

募集・説明 選 考 オリエンテーション

事前授業（春学期）

事前授業（春学期）

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

①6ヶ月［8月出発］募集・説明 選 考 オリエンテーション

募集・説明 選 考③1年

募集・説明 選 考③1年

①6ヶ月［8月出発］ オリエンテーション募集・説明 選 考

①6ヶ月［8月出発］ オリエンテーション募集・説明 選 考

募集・説明 選 考

募集・説明

募集・説明 選 考

募集・説明 選 考

募集・説明 選 考

①6ヶ月 オリエンテーション募集・説明 選 考

②1年 オリエンテーション募集・説明 選 考

募集・説明

募集・説明

※募集・説明

プログラム別スケジュール

①6ヶ月［9月出発］ オリエンテーション募集・説明 選 考

①6ヶ月［9月出発］ オリエンテーション募集・説明 選 考

①6ヶ月［9月出発］ オリエンテーション募集・説明 選 考

語学研修

留　学

短期FS

長期FS

ピースボート／ＣＥＮＡその他

タイワーク

語学研修語学研修

アメリカ（ノースウエスタンカレッジ）

英語

韓国語

中国語

インドネシア語

フィリピン（サン・アグスティン大学）
※2019年度開始予定 

①6ヶ月［9月出発］
②6ヶ月［2月出発］
③１年［2月出発のみ］

アイルランド（ダブリンシティ大学） 

海外インターンシップ キャリアセンターでもご相談可能です。 募集・説明 選 考 オリエンテーション海外IS

イギリス（チチェスターカレッジ）

タイ（パヤップ大学）

韓国（韓信大学） 1年

中国（上海杉達学院大学） 1年

中国（外交学院大学）1年

台湾（世新大学）1年

韓国（梨花女子大学） 

韓国（聖公会大学）

イギリス（チチェスターカレッジ）

①6ヶ月 ②1年
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約60万円約１ヶ月 ホームステイ 10月～11月上旬

約2週間

約3週間

約2週間

約2週間

約25万円

約28万円

約25万円

約25万円

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

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

2

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。
※英語プログラムは、研修の事前事後のTOEICもしくはTOEFLテストの受験が必須となります。

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。
＊EC学科の学生のみ「英語現地実習」の
単位として認定される。

P.10

P.11

P.12

P.13

P.11

10月中旬～12月中旬サン・アグスティン
大学寮約40万円約5週間

約3週間 約60万円 ホームステイ 4月中旬～5月上旬

4月中旬～5月上旬約60万円約1ヶ月 ホームステイ

約2週間 約20～
　30万円

ガジャマダ大学寮／
ホームステイ 10月中旬～11月中旬

4

プログラム一覧

チチェスター
カレッジ 2月中旬イギリス

聖公会大学

梨花女子大学

上海杉達学院大学

延辺大学

8月上旬

2月上旬

3月上旬

8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

国 名 留学先大学名 内 容 留学形態 研修時期

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。

本学学生のため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。

本学学生のため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。
※隔年開催。現地情勢によってキャンセル
の可能性あり。
※参加者10名未満の場合は未実施。

チチェスターカレッジの英語学習プログラ
ム。 TOEIC/IELTS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。

韓　国

中　 国

インドネシア

全学部・学科・学年対象語学研修

サン・アグスティン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。

フィリピン 2月上旬英語研修サン・アグスティン大学

ビクトリア大学カナダ 英語研修

英語研修＊　

8月上旬

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。

ACU付属語学学校の英語学習プログラ
ム。あらゆる場面で使用できる実践的なコ
ミュニケーションスキル習得を目指す。
ホームステイ体験もできる。

8月上旬英語研修オーストラリアン
カトリック大学オーストラリア

申込み・問合せ：教務課

ガジャマダ大学 インドネシア語学研修 2月下旬
～3月上旬
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参考頁

P.10

P.11

P.12

1年生を除く全在学生が対象、
4年間で卒業を見込める者

出願期間ＧＰＡ 対象学年 語学基準等

2.50以上
ＴＯＥＦＬ‒iＢT 61以上、
ＩＴＰ 500点以上、IELTS 5.0以上
（いずれかのスコアを満たしていること）

5月上旬～5月中旬

2.50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。） 5月上旬～5月中旬

※選考は書類選考と面接で行います。 
※派遣人数は協定校により異なります。 
※費用は派遣先の授業料、宿泊施設費の概算です。 
※上記費用の他恵泉へ在籍料の支払いが必要となります。 
※為替変動により研修費は変わります。

3.00以上
ＴＯＥＦＬ‒iＢT 79-80以上、
ＩＴＰ 550点以上、ＩＥＬＴS 6.5以上
（いずれかのスコアを満たしていること）

3年次までの在学生
4年間で卒業を見込める者 前年度 11月上旬～12月上旬

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月頃）

2.50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）

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月頃）

全学年が対象
4年間で卒業を見込める者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） 5月頃（追加募集10月頃）

全学年が対象
4年間で卒業を見込める者2.50以上 韓国語を学習している者

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年次までの在学生対象、
4年間で卒業を見込める者

5月下旬～6月中旬 P.13

2.50以上 中国語を履修している者
（中国語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

5月～6月（追加募集10月頃）

2.50以上 中国語を履修している者
（中国語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

5月～6月（追加募集10月頃）

全学年が対象
4年間で卒業を見込める者

9月出発（6ヶ月） ：   4月頃
翌年度4月出発（6ヶ月/1年）：10月頃

2.50以上

2.50以上

全学年が対象
4年間で卒業を見込める者

9月出発（6ヶ月） ：   5月頃
2月出発（6ヶ月） ： 10月頃

2.50以上 全学年が対象
4年間で卒業を見込める者

9月出発（6ヶ月） ：   5月頃
3月出発（6ヶ月） ： 10月頃

8月出発（6ヶ月） ：   5月頃
2月出発（6ヶ月） ： 10月頃

P.12

P.14

6

留学先の費用国 名 留学先大学名 研修期間（人数）留学開始時期内 容

韓　国

タ　イ
パヤップ大学
ＳＥＩＡＧ

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。

8月下旬 1年（1名） 約30万円

パヤップ大学
Academic Thai

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。

8月下旬 6ヶ月（1～2名） 約15万円

留学（協定校） 申込み・問合せ：教務課

アメリカ ノースウェスタンカレッジ 8月下旬 6ヶ月
1年

6ヶ月
1年

（4月出発のみ）

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。

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）

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45万円
   1年 約40万円
（1年のみ奨学金

制度あり）

新羅大学 8月下旬
／2月下旬

6ヶ月（8名）
  1年（2名）

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。

6ヶ月 約32万円
1年 授業料免除

韓信大学 2月下旬 1年（2名）語学堂での韓国語学習に加え、学部の授業も
履修できる。

授業料、寮費免除

梨花女子大学 8月下旬
／2月下旬

6ヶ月
（各期2名ずつ）

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。

約65万円

中　国
上海杉達学院大学 2月下旬 1年（4名）中国語学習の他、学部の授業も履修できる。 授業料免除

寮費約45万円

外交学院大学 2月下旬 1年（２名） 授業料免除中国語学習に加え、英語で行われる授業も履
修できる。

世新大学 2月 1年（１名）台　湾 中国語学習に加え、英語で行われる授業も履
修できる。

授業料、寮費免除

チチェスター・カレッジ 9月／4月 6ヶ月 約140万円
   1年 約280万円

学部の授業は履修できないが、専門の語学セ
ンターでレベルに合わせた英語学習ができる。

イギリス

9月／2月 6ヶ月
1年

6ヶ月 約130万円
   1年 約260万円ダブリンシティ大学アイルランド 英語学習の他、アイルランド文化やヨーロッ

パ社会などの授業を受けることができる。

9月／2月 6ヶ月 約40万円（未定）サン・アグスティン大学フィリピン
※2019年度開始予定

専門の語学センターでレベルに合わせた英
語学習に加え、学部の授業も履修できる。

プログラム一覧
全学部・学科対象
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約2週間

約11日間

約35万円

約15万円

ホテルなど

ホテルなど
実施前年度
1月中旬～1月下旬
追加募集が
ある場合は、
実施年度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＊

研修期間 費 用 宿泊先 出願期間 認定基準 単位数 参考頁

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、恵泉祭などでの発表にも参加。

P.15

P.16

約１週間 約38万円 学生寮など 実施前年度
1月中旬～1月下旬

約12日間 約20万円
体験学習先の
農村、ホテル
など

参考頁

P.12
P.17

ー

対象学科／学年費 用 宿泊先 出願期間 認定基準

全学年／
全学科約17万円 宿舎or

ホームステイ
応募多数の
場合抽選

単位数

なし
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。

参考頁対象学科／学年費 用 宿泊先 出願期間 認定基準

全学年／
全学科約45万円 UTAR

構内宿舎
4月中旬
～5月上旬

単位数

2

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。

約4ヶ月半 約58万円
ユニサーブ
（チェンマイ
  大学宿舎）、
体験学習先

実施前年度に募集
第1次・6月
第2次・1月

事前2
現地16
事後1＊

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、恵泉祭などでの発表にも参加。

研修期間 費 用 宿泊先 出願期間 認定基準 単位数 参考頁

＊2017年度以降入学生より、事後学習の単位は２となります。

＊2017年度以降入学生より、事後学習の単位は２となります。

P.14
P.17
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プログラム一覧

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

8月下旬～9月上旬

2月上旬～2月中旬

フィールド
スタディ

国 名 留学先大学名 内容・目的 留学形態 研修時期

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.

－歴史や文化・社会だけでなく、日韓経済交流の現状をみ
る。
－現地でのインターン体験を通じて、東アジアで働くこと
を体験する。
－語学やFSを生かして、キャリアへ繋げる。

オーストラリア

東アジア

―

― 8月下旬～9月上旬

菜園教育などの研究・開発、普及の先進地であるカリフォル
ニア州を訪れ、実際に菜園教育プログラムに参加し、ファー
マーズマーケットや小規模農民支援のための直接取引や有
機農場などの見学を行う。また、コミュニケーションツールと
しての英語（専門用語を含む）を学ぶことも目的としている。

カリフォルニア

2月中旬～2月下旬

「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」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、一緒に考える。

カンボジア・タイ ―

―

申込み・問合せ：教務課

国 名 留学先大学名 内 容 留学形態 研修時期 研修期間

タ　イ パヤップ大学
　+タイ北部村 3月下旬 約10日間

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。

ワーク
キャンプ

タイ国際ワークキャンプ 全学部・学科・学年対象 申込み・問合せ：キリスト教センター

国 名 留学先大学名 内 容 留学形態 研修時期 研修期間

マレーシア トゥンク・アブドゥル・
ラーマン大学（UTAR） 8月下旬

～9月中旬
約3週間

国際開発センター協力のもと行われる、本学学生
のための独自海外インターンシッププログラム。
約1週間の事前学習ののち、UTARで英語による
インターンシップを約2週間行う。

海外
インターン
シップ

海外インターンシップ 全学部・学科・学年対象 申込み・問合せ：教務課

チェンマイ大学タイ（チェンマイ） 8月上旬～12月下旬

タイ北部のチェンマイ大学に約4ヶ月半派遣され、最初の2ヶ
月はタイ語の集中授業やタイの社会や文化などの授業を受け
たのち、農村や少数民族の村に短期ホームステイをする。そ
の後、さまざまな問題に取り組む現地のNGOや住民組織が
活動する村などで、個々で設定したテーマについて体験学習
を行いながら、報告レポートを作成する。
※参加前にタイ語の単位を修得していること。成績基準あり。

全学部・学科・2年生以上対象長期フィールドスタディ

フィールド
スタディ

申込み・問合せ：教務課

国 名 留学先大学名 内容・目的 留学形態 研修時期
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ダブリンシティ大学（アイルランド・ダブリン） http://www.english.dcu.ie/japan/

サン・アグスティン大学（フィリピン・バコロド）

サン・アグスティン大学は1962年に設立されたキリスト教系の私立大学です。幼
稚園から大学までが一つの敷地にあり、約4000人がこのキャンパスで学んでい
ます。また、語学研修を行うLSLC（Language Skills Learning Center）は
構内にあるため、語学研修参加者は大学の授業聴講が可能です。2019年度中の
協定締結を目指しており、6ヶ月の協定留学コースを開始予定です。

http://www.csab.edu.ph/

ガジャマダ大学（インドネシア・ジョグジャカルタ）

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。

http://www.ugm.ac.id/

ダブリンシティ大学は、アイルランド・ダブリン北部のグラスネブンにある1980年
に発足した国立大学です。85エーカーという広大なキャンパスを持つダブリンシ
ティ大学の一角にランゲージサービスと呼ばれる英語研修施設があり、留学生を
対象とした英語コースが提供されています。
本学では、2016年度にダブリンシティ大学と協定を締結したばかりです。春学
期、秋学期ともに6ヶ月の留学コースを設けています。

語学研修

留　学

Dublin City University

語学研修

Colegio San Agustin - Bacolod

Universitas Gadjah Mada

協定校

協定校

協定校
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各プログラム先の学校紹介

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ヶ 
国からの留学生を受け入れており、学生への学習面、生活面でのサポート態勢に
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（オーストラリア・シドニー） http://www.acu.edu.au/

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（カナダ・ビクトリア） https://www.uvic.ca/

ノースウェスタンカレッジは1882年に創立された、キリスト教主義の小規模な私
立大学です。アメリカ中西部アイオワ州オレンジシティに立地し、キリスト教精神に
基づくリベラルアーツ教育を行っています。
1985年に協定を締結して以来、数多くの恵泉女学園大学（短大）の学生を送り出
しています。

ノースウエスタンカレッジ（米国・アイオワ州） http://www.nwciowa.edu/

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/

語学研修

語学研修

語学研修

留　学

留　学

Australian Catholic University

Chichester College

University of Victoria

Northwestern College

協定校

協定校
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外交学院は1955年に創立された学校で、中国人民共和国外交部が直轄する唯一
の大学です。将来外交に携わる人材の育成に力を入れており、これまでに多くの外
交官や国際政治家を輩出しています。留学生総数は少ないながら、様々な国からの
留学生がおり、国際色豊かな留学生活を過ごせるでしょう。
本学との留学生交換プログラムは2016年から始まりました。

上海杉達学院大学（中国・上海）

杉達学院は1992年に創立された中国初の私立大学で、現在500以上ある中国私立大学の
中で、トップをいく名門校です。キャンパスは上海市と浙江省にあり、16の学部と27の専攻を
有し、国際交流、外国語教育に力を入れています。
その杉達大学と恵泉女学園大学は、2008年に協定を締結して、両大学間での交換留学およ
び本学学生のための独自プログラムである語学・文化研修（春休み期間）を行っています。

http://www.sandau.edu.cn/

外交学院大学（中国・北京） http://www.cfau.edu.cn/

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ヶ国の留学生が628人在籍しています。
本学とは、2016年に語学協定を結び、短期語学研修プログラムを行っています。

延辺大学（中国・吉林省） http://www.ybu.edu.cn/

韓信大学（韓国・京畿道） http://www.hs.ac.kr/eng/main.php

韓信大学は1940年の創立以来、学問の自由、良心の自由、人権、民主化、国家の
独立といった社会的課題に対して、常に警鐘を鳴らしてきました。2020年には創立
80周年を迎える、キリスト教主義の私立大学です。
本学とは2013年に協定を結んで以来、留学生交換プログラムを通じて学生の派
遣・受入を行っています。

留　学

語学研修

語学研修

留　学

留　学

Sanda University

China Foreign Affairs University

Yanbian University

Hanshin University

協定校

協定校

協定校

協定校
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各プログラム先の学校紹介

新羅大学（韓国・ 山）

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年以上交流が続いています。
相互に、2～4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/

聖公会大学（韓国・ソウル）

聖公会大学は別名、「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。「開かれた心」「分かち合い」
「奉仕」という教育理念のもと、人権と平和という観点からより良い市民社会の実現
を目指した教育を行っています。
2008年に協定を結んで以来、大学院交流や韓国語短期語学研修の現地実施、交
換留学プログラムやNGOインターンなどが実施されています。

http://www.skhu.ac.kr/

梨花女子大学（韓国・ソウル） http://www.ewha.ac.kr/mbs/ewhajp/

梨花女子大学は、創立から約120年を迎える韓国の伝統的な名門女子大学である
とともに、女子大学としては世界最大規模の学生数を誇ります。そして、キリスト教
精神に基づき、女性が健全な人格と教養および専門知識を備えられるような教育を
行うことを創立以来の理念としています。
2012年に締結された言語教育院との協定により、韓国語短期語学研修の現地実
施、6ヶ月の留学プログラムが実施されています。
また、2018年度に大学間協定を締結しました。

パヤップ大学（タイ・チェンマイ） http://www.payap.ac.th

パヤップ大学は、1974年にタイで初めて政府から公認を受けたキリスト教系の私立大学で
す。タイ北部、最大の都市であるチェンマイに位置し、広大なキャンパスは自然に囲まれたの
どかな地域にあります。
恵泉女学園とは1979年よりワークキャンプ受入などの交流があり、協定を結んだ2003年か
らはワークキャンプに加え、交換留学生プログラムや日本語教育実習生がパヤップ大学へ派
遣され、教育実習を行うなど多彩な交流が行われています。

語学研修

留　学

留　学

語学研修

留　学

Silla University

Sungkonghoe University

Ewha Womans University

留　学

タイワーク

Payap University

協定校

協定校

協定校

協定校



STUDY ABROAD
Let’s

15

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 5-7

day 8-10

day 11-13

day 14

Depart Tokyo 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, Museum Tour, Environmental Art. 
Ayers Rock / Uluru, NT: Uluru Sunrise viewing; Base walk of Uluru, Kata Tjuta walk; Cultural 
Center; Uluru Sunset viewing. BBQ dinner and Stargazing.
Darwin, NT:  Lectures and workshops at Charles Darwin University; Visits to local Art Galleries 
and Museums; Litchfield National Park,
Return to Tokyo  

Aboriginal Australia: Diversity, Spirituality, Reconciliation and Resilience
担当者：Dexter Da Silva（人文学部  英語コミュニケーション学科）

目 的

計 画

短期フィールドスタディ  カリフォルニア

菜園教育、コミュニティガーデンのなどの研究・開発、普及の先進地であるカリフォルニア州を訪れ、菜園教育プ
ログラムに参加し、ファーマーズマーケットや小規模農民支援のため直接取引、有機農場等、アグロエコロジー
の理論を具現化させた先進的な取り組みについて直接学びます。また、コミュニケーションツールとしての英語
（専門用語を含む）を学ぶ意義も考えてもらいます。これを通じて、生活園芸の学びを相対化させ、持続可能な社
会づくりのために、どのような実践を行うことが可能であるか自ら考え、行動できるようになることを目指します。

※アクティビティ：主に子どもに対して実施している、有機菜園での環境教育的な活動（植物の仕組みや畑の生態系、コンポストの作り方などを歌や遊びなど体を使って楽しく学ぶもの）

day 1

day 2

day 3

day 4

day 5
day 6
day 7
day 8

成田→サンフランシスコ→UCサンタクルーズ校　（以下、校内の学生寮泊）

午前：Sustainable Living Centerにてイントロダクションと施設見学
午後：Life Labの見学とアクティビティ　夕食後：アグロエコロジーに関する講義

午前：Life Labでのアクティビティ
午後：Program in Community and Agroecology（PICA）でのアクティビティ
夕食後：the Community Agroecology Network（CAN）の学生による講義

午前：Program in Community and Agroecology（PICA）でのアクティビティ
午後：ファーマーズマーケットの視察　夕食：サンタクルーズの街で夕食

午前：近隣小学校のLife Labの見学　午後：有機農場の見学　夕食後：UCサンタクルーズ学生との交流会

UCサンタクルーズ校→サンフランシスコ（市内散策後、ホテル泊）

サンフランシスコ→成田

持続可能な「食｣、「農」、「環境」のあり方について考える
担当者：澤登 早苗（人間社会学部  社会園芸学科）、浅岡 みどり

短期FS
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各プログラム先の学校紹介

世新大学は、中国出身の著名なジャーナリストによって1956年に創立されました。
ジャーナリストのための専門学校として創立された歴史を持つので、4学部を抱える総
合大学になった現在でも新聞コミュニケーション学部をはじめとして、台湾でメディア・
ジャーナリスト関係の研究を代表する私立大学です。また、台湾の大学で初めてジェン
ダー学に着目し、女性研究センターを設置したので、ジェンダー研究でも著名です。
2016年の協定締結前より、世新大学の社会発展研究所（大学院）と本学の大学院
平和学研究科との間で交流を積み重ねてきてきましたが、留学生交換プログラムは
2017年度から始まります。

世新大学（台湾・台北） http://eng.web.shu.edu.tw/

チェンマイ大学（タイ・チェンマイ）

チェンマイ大学は、1964年に国立の地方大学として創設されました。今では、17の
学部と3研究所を持つ総合大学です。日本の国公立・私立大学と交換留学や研究交
流を盛んに行っており、恵泉女学園大学とも1997年より協定を締結しています。主
に、長期フィールドスタディで学生の受入を担っており、大学併設の語学センターで
のタイ語授業のほか、タイ社会を理解するための特別講義も行っています。

https://www.cmu.ac.th/en/index.php

「国際性」で首都圏女子大第1位に評価されました！
恵泉だから、あなたの「グローバルにチャレンジしたい」を

実現できます！
国際性

首都圏女子大1位（全国51位）
全学生に占める留学経験者の割合（中長期）

首都圏女子大3位（全国24位）
全学生に占める留学経験者の割合（短期）

首都圏女子大3位（全国17位）
全授業に占める「すべて英語で行われる授業（語学除く）」の割合

首都圏女子大2位（全国33位）
THE 世界大学ランキング 日本版　2017

留　学

Shih Hsin University

長期FS

Chiang Mai University

協定校

協定校
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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。
32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います。
（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。

タイ国際ワークキャンプ

30年以上の歴史をもつプログラム、タイ国際ワークキャンプ
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

羽田空港より出発　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 羽田到着　

計 画

タイ北部のチェンマイ大学に約5か月間派遣され、最初の2か月はタイ語の集中授業やタイの社会や文化などの授業を受けたの
ち、農村や少数民族の村に短期ホームステイを経験します。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。
その後、さまざまな問題に取り組む現地のNGOや住民組織が活動する村などで、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”を身につけ、最終的に
“社会的な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”を養成します。

目 的

計 画

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

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イ体験
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）

まとめとレポート作成、学びの振り返り

16

プログラム概要 長期FS タイワーク

目 的

計 画

目 的

計 画

短期フィールドスタディ 東アジア

－歴史や文化・社会だけでなく、日韓経済交流の現状をみる。
－現地でのインターン体験を通じて、東アジアで働くことを体験する。
－語学やFSを生かして、キャリアへ繋げる。

「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」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。

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

成田発→バンコク経由→プノンペン着

王宮＆銀寺見学、トゥールスレーン、キリングフィールド訪問

DC-cam訪問、Bophana Art Center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）

カンボジアエアにてシェムリアップへ移動（空路）

シェムリアップ近郊農村の小学校訪問、サムロム村訪問

アンコールワット見学

シェムリアップ発バンコク経由でチェンライへ移動。ホテル宿泊

ミャンマー国境越え、ゴールデントライアングル見学後、カレン民族の村へ。

ホームステイ。

カレン民族　自然と共に生きる村人から学ぶ。ホームステイ。

チェンマイへ移動、夜便で日本へ。

朝、東京到着

短期フィールドスタディ カンボジア・タイ

日韓企業の比較研究
担当者：李 泳釆（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

東京から韓国へ、キョンヒ大学との交流　＊日韓共同授業（企業訪問の意味）

企業訪問：サムソン、LG　　　＊ソウル市庁

企業訪問：仁川空港、アシアナ　　　＊ソウル市教育庁

企業訪問：化粧品会社―Stylenanda, 3ce, Etudehouse　＊大韓民国歴史博物館

企業訪問：CJ entertainment, SM　　　＊旧日本植民地の跡地（ソウルタワー）

企業訪問：NAVER,KAKAO,LINE　　　＊民族問題研究所

企業訪問：新韓銀行、国民銀行、日本企業人連合　　　＊龍山米軍基地事務所

企業訪問：KBS,JTBC、ハンギョレ新聞　　　＊民主化運動記念財団

インターン体験（日韓学生共同）

インターン体験（日韓学生共同）、日韓学生共同シンポジウム

東京（成田）へ

※事前授業で日本・韓国企業を訪問する。
※ＦＳ実施中は、＊印の市民団体等を訪問する。

短期FS
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目 的

計 画

ＣＥＮＡ （Civil Society Education Network in Asia）

恵泉女学園大学院の平和学研究科と、韓国・聖公会大学院のMAINS課程（Master of Arts in Inter-Asia NGO Studies）、台
湾世新大学社会発展研究所は、2012年度から国際交流ネットワークCENA（Civil Society Education Network in Asia）を
立ち上げ、夏の集中講座GIAS（Globalization and Inter-Asia Studies）を毎年実施してきました。CENAのメンバーには本学
のほかに、韓国、台湾、インドネシア、タイの大学やNGOネットワークが一緒に参加していることからも、CENAはアジアにおける国
境を越えた共同市民教育プログラムを目的としており、毎年開催地が変わります。

＊詳細は、李泳采先生、上村先生、高橋先生にお問い合わせください。

Globalization and Inter-Asia Studies （GIAS）in Asia
担当者：李 泳采（平和学研究科長）

Day 1

Day 2

Day 3

Day 4

Day 5

Day 6

AM：Participants and staffs arrival

PM：Freetime for participants & Introduce beach

AM：Presentation about Okinawa ( history & US base issues)

PM：Visiting to Shuri Castle

AM：Visiting to Henoko

PM：Visiting to Chibichiri-gama & Okinawa Int'l University & 

 Kakazutakadai to observe Futenma Air Station

Sessions, reflection, discussion @ Okinawa University

AM：Guest Speakers @ Okinawa University, Group Discussion

PM：Sessions @ Okinawa University

Optional Program by Each Partner, Return to Tokyo

8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

修登録（秋学期） 授業出席（帰国後）研 修

研 修

費 用 宿泊先 出願期間 認定基準 単位数

約10万円 ホテル、学生寮など 5月～6月上旬 なし

2単位※

3月上旬～4月下旬約129
　万円～

ピースボート船内

2019年度開催プログラム（日本・沖縄県で開催予定）

大学院生プログラムだが、2年生以上の学部
生も応募可とする。英語を使ってコミュニ
ケーションが必要となるため、一定水準の英
語能力が求められる。

①乗船期間中の地球大学プログラム参加、
②帰国後の講義ノート提出（各講義担当ス
タッフの印をもらったもの）、③帰国後の報告
発表実施（学園祭や授業内等）

※ピースボートの単位の他に、
ゼミ（2単位）、専門科目（担当
する専任教員の承認、書類提出
が必要）の履修を認める。

18

プログラム概要

計 画

国際NGOピースボートが35年以上に渡ってコーディネートする「第102回ピースボート 地球一周の船旅」（2019年9月1日～ 12
月12日／横浜発着・103日間）を通じて実施します。洋上での国際教育の場である「地球大学プログラム」に参加し、国内外の専門
家による講義、23の国と地域で体験できるフィールドワークに加え、ゼミでは他大学また海外から参加する同年代の若者・学生らと
のディスカッションなどを通じて、自ら考え、伝え、実践する力を養います。

＊詳細は、李泳采先生にお問い合わせください。

目 的

ピースボート

地球一周の船旅を通じた国際交流・異文化理解
担当者：李 泳釆（人間社会学部  国際社会学科）

第102回ピースボート　地球一周の船旅（ヨーロッパ＆カリブ海コース）
2019年9月2日（月）～12月13日（金）　
横浜発着103日間
＊詳細は、下記のWebサイトをご確認ください。
  http://www.pbcruise.jp/cruiseList/102nd/index.html

履修上の注意

履修には大学内での履修登録のほか、「第102回ピースボート地球一周の
船旅 提携大学プログラムピースボート地球大学」への申込手続きが必要
です。事前予約の上、下記ピースボート「ボランティアスタッフ説明会」に参
加してください。（下記日程に都合がつかない場合は、ピースボート地球大
学事務局まで）
http://www.pbcruise.jp/yoyaku/volunteer.php#p_965

その他

4月 5月 6月 7月

説明会参加・申込 履修

募集・説明 選 考 オリエンテーション

ピースボート

ＣＥＮＡ

国 名 留学先大学名 内 容 留学形態 研修時期 研修期間

全学部・学科・対象学年2年生以上

―ＣＥＮＡ CENA 8月中 約1週間 約

国際交流ネットワークCENAが実
施するサマーキャンプ（GIAS）。
このサマーキャンプの開催地は、
毎年変わる。

第102回ピースボート 地球一周の
船旅」（2019年9月1日～12月12
日／横浜発着・103日間）を通じて
実施する。

約3ヶ月9月～
12月上旬ピースボート乗船―ピースボート

申込み・問合せ：教務課（李  泳釆）

ピースボート

大 学 院

ピースボート／ＣＥＮＡ
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長期FSでの経験を生かして
長期FSでは、資格や語学力以上の、ここには書ききれないほどのたくさんの「経験」を得ました。もちろん、良かったこ
とだけではなく、自分の力不足や欠点に気付かされる経験もありましたが、そのひとつ一つが私にとっては教室では
得られない学びとなりました。新しい世界に飛び出せば、何らかの困難に直面し、失敗することがあるでしょう。しかし、
そんな時こそタイでの経験が力になってくれると思います。次のステップとして、長年お世話になっている国際的な宗
教法人がスイスで開いているスクールに今夏から1年間通う予定です。スクールには人種や国境を越えて様々な人
が集まってくるので、タイでの生活以上に文化の違いやコミュニケーションの難しさに戸惑うことがあるかもしれませ
んが、この新しい挑戦が長期FSと同じように、私に多くのものを与えてくれると信じています。

慣れない生活と活動を前に期待と不安で一杯でした

私はタイに行く前から子どもが好きで、日本では大学の授業で知ったNPOで外国にルーツを持つ子どもの学習支援のボランティ
アをしていました。長期フィールドスタディ（長期FS）に参加するにあたり、「子どもを保護し、発達を促進するための活動」をテーマ
に、カトリックの修道会を母体としている児童養護施設BAAN MITRATORNを体験学習先に選びました。体験学習中、私は子ど
もの世話とスタッフの仕事を手伝うことになったのですが、すべてのやり取りがタイ語か英語だったため、うまくコミュニケーション
を取ることができず、時には会話をすることが億劫になることもありました。しかし、スタッフの方たちが粘り強く私に話し続けてく
れたおかげで、それに応えなければと努力を続けているうちに、少しずつ理解できるようになりました。この目の前の霧が晴れるよ
うな感覚とあきらめずに続けることの大切さに改めて気づかされました。

当たり前が当たり前ではないことに気づかされた経験

体験学習を通して、家族について考える良い機会となりました。児童養護施設であるBAAN MITRATORNでは、「真実を受入れ
る」ことを大切にしています。それは、自分が置かれた環境や現実・真実を受入れることにより、真の自由や幸せを手にできるように
なるという聖書の教えに基づいています。ここで生活をする子どもたちは、自分自身がHIVに感染していたり、親が刑務所にいる
かすでに亡くなっていたりするため、血縁関係のある家族とではなく、児童養護施設で生活をしなければいけない状況にあります。
シスターは、このような真実を受止めるためには強い精神力が必要であり、それを養うために必要不可欠なのが「家族からの愛情」
だと言います。子どもたちにとっての家族は、この施設そのものであるとの考えから、BAAN MITRATORNに関わるスタッフが子
どもたち一人ひとりに合わせた対応をし、家族としての愛情を注いでいくことが重要になることを学びました。私はこの学びから
「家族」とは、血のつながりよりも、こうした日々の行為を通して「かたちづくられる」ものだと気づかされました。

長期フィールドスタディ 国際社会学科3年

恵泉女学園大学は「教育の良さ」で高く評価されています

2018 年 12 月 文部科学省 インターンシップにて
最優秀賞につぐ『選考委員会特別賞』受賞！

2018 年 12月 文部科学省 インターンシップにて
最優秀賞につぐ『選考委員会特別賞』受賞！

教育効果の高い先進的モデルとして
本学の『タイ長期フィールドスタディ（FS）』

プログラムが評価されました。

❖届出 163校・申請 77校の中で、唯一女子大として入賞
◆安全危機管理体制の整備　　◆20年にわたるプログラム実績

◆事前・事後学習の徹底、本学女性教員による現地指導など、丁寧な教育
❖文部科学省「特色のある大学教育支援プログラム（特色GP）にも選択（2006 年度）

❖届出 163 校・申請 77校の中で、唯一女子大として入賞
◆安全危機管理体制の整備　　◆20年にわたるプログラム実績

◆事前・事後学習の徹底、本学女性教員による現地指導など、丁寧な教育
❖文部科学省「特色のある大学教育支援プログラム（特色GP）にも選択（2006 年度）

たNPOで外国にルーツを持つ子ど
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参加学生コメント

CENAの経験で意識したこと
CENAは6日間前後の比較的短いプログラムなので、社会人でも参加しやすい点が魅力だと思います。またあらかじ
め自分の中で目的意識を整理しておくことも大事だと思いました。私の場合は今回、「CENAで出会ったアジアの仲
間たちとの交流を深めること」、「訪問先の韓国・済州島について学ぶこと」、「沖縄の米軍基地問題に関する日本から
の発表に挑戦すること」、「CENAのプログラム全体を通して、私自身の研究テーマに関する考えを深めること」など
を意識しました。こうした目的意識をもって臨むことで、短期間でも収穫が多く、充実した体験になったことに満足して
います。

CENAで芽生えたアジア的な視点と交流のネッワーク

CENAでは韓国、台湾、インドネシア、ネパールなどアジア各地からの学生と友達になり、彼らの人柄や考えに触れることができま
した。参加するたびに心洗われ、感動することも多いです。彼らと歴史・文化・政治など様々な面で交流し、意見交換をする中で、日
本の内側からは見えてこないアジア的な視点が自然と芽生えます。CENAでのコミュニケーションツールである英語を、もっと上
達させたいという学習意欲にもつながりました。

アジアの現場で学んだ[民]の生き方と日本の役割

今回のCENAのテーマは、国家暴力という非常に考え甲斐のあるテーマでした。済州島では、4・3事件について深く知ることがで
きました。日本の植民地支配時代から分断統治に至る過程での出来事で、日本とも無関係ではないはずの歴史側面を初めて知り
ました。同じ民族同士の対立や、共産主義者と住民の虐殺被害を知ったときは大きなショックでした。当時を生き延びたハルモニ
（おばあさん）の壮絶な体験談も強い印象として残っています。済州島には日本の植民地支配時代の痕跡が今も残っており、改め
て日本が朝鮮半島に与えた影響を考えさせられました。実際に現地で学んだことで、日本と朝鮮半島の分断に深い関わりがある
ということに気づくことができました。

CENA 平和学研究科2年（大学院）

東アジアFSで学んだこと
まず、韓国企業がどのような人材を求めているのかをリアルに知ることができました。これまでは漠然と「日韓企業で働きた
い！韓国や日韓関連の国際業務に就きたい！」と思っていましたが、具体的に日韓企業に期待されていること、その中で私が
貢献できることをより明確に考えることができました。留学を通してただ語学能力だけを身に着けても、実際に考えることが
できなければ何の意味もありません。東アジアFSでは、留学で培った韓国語能力を発揮し、より広く物事を考える視点を得
ることができました。

韓国企業訪問と貴重な討論の機会の連続

2018年度の東アジアFSでは、韓国人学生とともに韓国の大企業から公共財団、市役所、ベンチャー企業、NGO団体まで、様々な企業・
団体を訪問し交流しました。私は韓国へ1年間留学をしたことがありますが、企業への訪問や質疑応答ができるこのような貴重な経験は
これまでに体験したことがありませんでした。企業の人々と議論する機会があることにより、その企業について知るだけでなく、韓国社会
や自分の関心のある職業分野、業界に対する知識も深めることができました。最終日には日韓の学生が6グループに分かれて、自ら企業
訪問調査(インターンシップ)を行い、後にプレゼンテーションをしました。自分たちだけで調査を行ったことにより責任感を自覚するととも
に、より深い企業理解と相互交流に繋がりました。またFS期間中の韓国人学生との交流から、友人関係を築くことができました。

日韓学生で東アジアの過去、現在、未来を考える

韓国人学生と全日程をともにすることで受ける刺激も多くありました。企業や団体に対する質問も日韓学生では視点が違うことが興味
深く、競争率が高い韓国の学生がどんな努力をしているのかを間近で感じることができました。また、東アジアFSでは日韓関係の現在を
見るだけでなく、過去、そして未来についても学びました。日韓には暗い歴史の時代もありましたが、学生の私たちが歴史ある場所を歩き
ながら交流し、考えたことでお互いにより親近感を覚え、国籍で「ナニジン」かというよりも様々な背景をもつ個々人、一人ひとりとして捉
えられるようにもなりました。このような感覚が、日韓や東アジアの平和への第一歩になるのではないかと実感しています。

東アジアフィールドスタディ 国際社会学科4年
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※記載されている学年は、派遣時の学年です。

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。

海外インターンシップ 英語コミュニケーション学科2年

海外インターンシップで学んだこと
今回マレーシア海外インターンシップに参加して様々な経験をしました。参加メンバーと現地の方々に支えられ、大
きな事故や怪我に遭うこともなく楽しい3週間を過ごすことができました。嬉しかったことや楽しかったこと、大変だっ
たことなどはたくさんありますが、初めて海外の友達ができたことが今回の一番の思い出です。来年の就活に向け
て、次回は企業のインターンシップに応募する予定ですが、今まで視野に入れていなかった航空系にも興味がでて
きたので、英語学習により一層力を入れなければならないと今後の目標も定めることができました。

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。

プログラムに参加するうえでの2つの目標

今回このプログラムに参加する上で私は二つの目標を掲げていました。まずは英語のスピーキング力を上げること、その次には
自分の視野や見解を広げ、就活に向けてのヒントを得るということです。英語を話せるようになりたいという思いは入学当初から
ありましたが、いざ英語を話そうとすると様々な壁にぶつかり、結局諦めてしまっていました。プログラム参加当初は緊張しまし
たが、無理やりにでも話しているうちに英語を話す抵抗感が薄れていきました。どちらも100％達成できたとは言えませんが、こ
の経験を通して今の私には英語のボキャブラリーが足りないということに改めて気が付くことができました。漠然と就活前に
TOEICスコアをアップしなければいけないと考えていましたが、まずはボキャブラリーを増やすために計画性を持って取り組む必
要性があることがわかりました。

インターンシップで行ったプロジェクト

インターンシップ活動として、2つのプロジェクトを企画・運営しました。初回は小学生対象に「将来、日本に遊びに行ってみたくな
るような日本紹介プロジェクト」を行いました。もう一つは、現地の女性たちへ「和風ハンディクラフト紹介プロジェクト」を行う計画
で準備も進んでいましたが、急きょ相手先の事情で変更となり、子どもたちを対象としたプロジェクトに変更することになってしま
いました。限られた予算や時間の中で、現地スタッフと何度も打合せを繰り返し、ハンディクラフトの試作も深夜まで行っていたの
で突然の変更となってしまったことは非常に大変で、残念に思うことも多かったです。私たちの努力の一方で、このどちらにも協
力してくれた2人の現地学生の協力なしには、これらのプロジェクト成功はなかったとも思っています。結局どちらのプロジェクトも
中華系の小学生を対象に行ったのですが、私たちが英語で伝えた内容を中国語に翻訳してもらい、どうにか無事に成功しました。

きました。留学中には様々
じ韓国社会の闇の部分や

※記載されている

ずは英語のスピーキング力を上
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フィリピン英語語学研修 歴史文化学科2年

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。

参加学生コメント

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。

中国語学文化研修 国際社会学科1年

語学研修で学んだこと
今回、中国語学文化研修に参加して現地に行ってみなければわからないことは多
いと感じました。メディアの情報だけで物事を判断してはいけないことにも改めて
気づくことができましたし、五感を通して現地のことを学ぶため、日本で中国語を
勉強しているときとは一味違う、かけがえのない経験となりました。このように、と
ても充実した日々を過ごし、様々な刺激を受けたことによって、今後の中国語学習
に対しての意欲が高まりました。

中国語は学んで使っていくことが上達につながります

授業は、月曜日から金曜日まで2週間で9回の授業と1回の試験がありました。最初は、全てが中国語の授業に戸惑いと焦りを感
じ不安でした。しかし、授業を担当してくださった先生がたは、私たちが聞き取りやすいように口を大きく開けて、ゆっくりと進め
てくれたためとてもわかりやすかったです。授業の内容は、日常的に使える単語や表現を重点的に学びました。そのため中国で
過ごした2週間の間で、授業で学んだ表現や単語を使う機会はとても多かったです。そして日々新しいことを学ぶたびに、授業
後に話せる中国語が増えていくため、自然に中国語を身につけることができました。授業で学んだ料理名を、お昼の時間に食堂
の人に注文をした時に、なかなか聞き取ってもらえなかったことは残念でしたが、中国語の難しさを実感し、もっと勉強して練習し
なければと思いました。学んで、使ってと繰り返すことができたのは一番良い勉強だと思いました。

かけがえのない中国の「朋友」（友達）ができました

現地のボランティアの学生の方は日本語が上手だったため話しやすかったです。そのため打ち解けるのにも時間はかからず、楽
しい時間をおくることができました。試験前には勉強を教えてもらい、ピンインの難しさに心が折れそうでしたが、最後までしっか
りと教えてくださり、自信をもって中国語を話せるようになったと思います。午後の予定がないときや夜ご飯は、ボランティアの学
生と過ごしました。日本と中国の文化の違いの話はとても奥が深く、国の違いとは大きいのだなと感じました。ただ自分たちが現
地のことを学ぶだけでなく、日本のことを話すことができて、交流することで様々なことが学べることに素晴らしいと思いました。
今回交流し、ボランティアをしてくれた人たちは大切なかけがえない友達になりました。

くやれるか ルームメイトと

授業に戸惑いと焦りを感
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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方は、この機会を利用して自分の語学力を確認しましょう。
なお、英語プログラムに参加する際は、事前事後のTOEICもしくはTOEFLテストの受験が必須となります。
（P.22「海外プログラム参加にあたって」参照）

キャリアセンター

4  月20日（土）

7  月20日（土）

10月21日（土）

1  月2９日（水）

2  月12日（水）

❶

❷

❸

❹

❺

TOEIC-IP試験（年間5回）
申込先

2019年度　学内で開催される語学検定試験　年間予定

協定校留学の利点

2019年度　JASSO奨学金支給プログラム

日　程

語学研修

カナダ（ビクトリア大学）

韓国（聖公会、梨花女子大学）

中国（上海杉達学院、延辺大学）

イギリス（チチェスターカレッジ）

フィリピン（サン・アグスティン大学）

マレーシア（UTAR大学）

¥80,000

¥70,000

¥60,000

¥80,000

¥70,000

¥70,000

研修先 支給金額

留学
（協定校）

長期FS

短期FS

海外インターン
シップ

韓国

中国

台湾

タイ

オーストラリアフィールドスタディ

タイ長期フィールドスタディ

¥70,000

¥60,000

¥60,000

¥70,000

¥70,000

¥70,000

研修先 支給金額（月額）

教務課

秋学期　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

教務課 6月15日（土）

TOEFL-ITP試験（年間1回）     
申込先 日　程

大学間（または学部間）で協
定を結んでいるため、教育
レベルの質が保証されてい
ます。また、留学の事務手続
きについても教職員から必
要なサポートが受けられます。

奨学金として、恵泉の授業料
が下記の通り減免されます。
1年協定留学：

年間授業料の3/4免除
6ヶ月協定留学：

年間授業料の1/4免除

安 心 経済的支援
留学先で修得した単位は、申
請および学内での審査のう
え、恵泉女学園大学の単位とし
て認定されるものもあります。

単 位
協定留学期間は、在学期間と
みなされるため、卒業に必要
な条件を満たしていれば、留
学期間を含めて4年間での卒
業が可能です。

4年間で卒業

　＊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。

　＊なお、タイ語圏や中国語圏、韓国語圏への留学を希望する場合
は、語学力を確認するためにも個人で検定試験を受験しましょう。

＊支給金額×滞在期間分が支給されます。
＊経済状況、成績状況の審査あり。
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Q&A

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：大学が独自に用意している貸与型奨学金。大学主催の海外プログ
ラム参加費用の40％（上限20万円）までを希望者へ貸し付けます。希望する場合は、事前の申込が
必要となります。
※在学中の貸付限度額は25万円まで。　※学内審査により、貸与の可否が決定されます。

給 付 JASSO奨学金：日本学生支援機構による給付型奨学金。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ります。支給対象プログラムに選定されている場合、各プログラム説明会時
に、申請方法や奨学金の説明を行います。

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。  ※支給対象プログラムについてはP.21参照。

A. 受講している語学クラスの先生やアドバイザー、ゼミの先生に相談してみましょう。協定留学を考えている
方は学習計画を立てるためにも、早めの相談と検定試験への挑戦を心がけましょう。

A. 語学研修

タイ国際ワークキャンプ

フィールドスタディ
（FS）

海外インターンシップ

協定留学

長期休暇中に開催される２週間～１ヶ月程度の
主に、語学を学ぶためのプログラムです。

春期休暇中の３月に、タイ・パヤップ大学と共催で行うプログラムです。
北タイの農山村に滞在し、ボランティアワークや礼拝を通じて学びを深めます。

事前授業、現地学習、事後授業の履修がセットになっているプログラムです。
２週間程度の短期FSとタイで約５ヶ月滞在する長期FSがあります。

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）に留学し、
語学や所属学部の授業を履修することができます。

夏期休暇中、マレーシア・UTAR大学にてインターンシップを行います。
英語でのコミュニケーションが必須となります。

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？

Q

Q

Q
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  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、学習態度や学業成績が悪い場合は、たとえ参加・派遣直前でも
大学の判断でキャンセルとなることも考えられます。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
海外プログラムの参加を検討しているけれど、まだパスポートを所持していない方は、プログラム参加申込と同時にパスポートの申請にも行き
ましょう。すでに所持している方でもプログラム開催国によって、入国のための有効残存期間が異なりますので、再度有効期限を確認しましょう。

  2．安全対策・危機管理体制
世界的に多発しているテロや鳥インフルエンザなどの感染症など、ますます不安定になっている国際情勢の中で、海外プログラム
の実施・参加にあたっては慎重な管理体制が求められています。
わたしたちが暮らす日本は、世界的に見ても比較的治安の良い国のひとつです。治安が良いことが当たり前のわたしたちは、海外
でも日本と同じような行動を無意識でとってしまいがちです。それが原因で思いもよらないトラブルに巻き込まれないためにも、普
段から身の回りの安全確認や健康管理などに十分気を付けましょう。海外での安全対策を考える上で、最も重要なことは「自分の身
は自分で守る」ということです。
そして、実施する側である大学でもさまざまな事態を予測し、不測の事態に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
■ プログラム開催の判断
外務省海外安全ホームページ（http://www.anzen.mofa.go.jp/）において、プログラム開催該当国に「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は、プログラムの開催を見合わせることがあります。

■ 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、緊急時に迅速かつ的確な指示を出せるように、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
安全なプログラム運営のために、みなさんの健康面について確認します。これは、軽度のアレルギーから既往症など、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。大学側が必要と判断した場合には、診断書や処方箋（英文）な
どの提出をお願いすることがあります。もし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だけでなく、最悪命を落としかねない
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
プログラム参加者は、出発前に必ず任意の旅行傷害保険に加入をする必要があります。加入後は、旅行傷害保険加入証のコピーを教務課に
提出することを義務づけています。なお、クレジットカード付帯の保険は認めておりません。

■ 確約書の意義
プログラム参加にあたり、学生各々が自覚を持った行動ができることが最低限の参加条件となっています。ホームステイ先でのマナーやプログ
ラム期間中はもちろん、移動や自由時間にいたるまで、各自が十分気をつけて行動しなければなりません。プログラム参加者は、恵泉の学生と
してのルール順守のほかに、滞在国の法律（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。それらを理解し、
確約書に署名ができなければ、プログラム参加は認められません。
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□ 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 

どのプログラムに参加して、なにを学びたいですか？

長期休暇中の語学研修ですか？
６ヶ月～１年の海外留学を目指しますか？

何年生のときに挑戦したいですか？
長期間の留学を考える場合は、就職活動や
卒業までの単位取得についても入念に計画する必要があります。

この挑戦は本当に必要ですか？
海外プログラム参加にあたって、
得られるメリット・デメリットは何かを考えましょう。

挑戦するプログラムによって、必要な資金は異なります。
どのくらいの費用がかかるのか、奨学金を利用するのか、など、
保証人とよく相談しましょう。

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。
海外の大学で学ぶためには当然、その国で使われてい
る言語を運用する必要があります。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ないので、留学を
したいと思ったら、まずは自分の語学レベルをTOEFL
や各言語の語学能力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

期間

時期

メリット・
デメリット

経済的負担

海外プログラム参加に向けてのプランニング

例）留学にかかる費用リスト

海外プログラム参加にあたって

目的・目標1

自分の
語学力を
確認しよう

  1．計画と準備
海外留学や海外プログラムへの参加を想像すると、楽しいことばかりが頭に浮かびますが、実際に海外で勉強をする前には、しっ
かりとした計画を立てる必要があります。計画を立てる上で、必要なことは事前の情報収集です。一口に海外プログラムと言っても
様々な形態のものがあります。6ヵ月～1年の「協定留学」に挑戦したいのか、休暇中に開催される語学研修に参加したいのか、
それとも個人的に留学する「私費留学」を目指すのかなど、恵泉女学園大学にはどのような海外プログラムが用意されているのか、
そしてそれらのどれに参加したいのかよく考えてみましょう。

例）英語試験難易度比較
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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P.26 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！
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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/海外IS 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 ： 教務課
　　　　キャリアセンター
　　　　（海外インターンシップのみ）

問合せ ： キリスト教センター

説明会時に配布される申込書を
学生課へ提出

1.

国際交流委員による選考・承認2.

危機管理講習へ出席4.

3.合格者はオリエンテーションに参加

5.研修/留学

1.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

2.宗教委員による選考・認可

3.合格者はオリエンテーションに参加

4.危機管理講習へ出席

5.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

2.

事前学習の
「フィールドスタディ入門Ⅰ」を履修
３.

事前学習後、
現地での研修に参加できる

5.

1.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！

※他にも様々な奨学金があるので、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 P.24 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？
● シラバスや学生生活ハンドブックをよく読んで、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？
● 成績が派遣基準に満たない場合は、勉強方法の見直しや今後の計画を考えましょう。

参加するための費用はどのように準備する予定ですか？

P.24 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

※CENAとピースボートに関しては、教務課にお問い合わせください。


