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2020年度長期留学の選考日程は以下の通りです。（長期留学選考は留学を希望する年の前年度に受けます。）
2020年度の選考は３回を予定しています。応募する大学によって、選考日と応募期間が
異なりますので、注意してください。さあ、夢の留学を目指して準備を進めましょう！ 

1本学への学費が遅滞なく納入されており、今後も遅滞なく納入されること。
2各学部の定める応募資格を満たしていること。（New Adventures　No49の6～7ページを参照）
3留学の時点で本学において1年以上修学していること。
　※ロンドン大学SOAS、バーミンガム大学は、3年次からの派遣になります。
4必要とされる語学能力が一定のレベルに達していること。
　※非英語圏への留学希望の学生は、当該語学の専任教員（以下の表を参照）の推薦書が必要です。 

該当する語学の専任教員からの推薦が必要です。 

選考に必要な書類は次の通りです。 

※TOEIC、TOEFLのスコアはいずれも2017年4月以降に受験したものが有効です。
※実用英語技能検定は、2016年4月以降に合格した通知書のみ有効。なお、2級を取得
している場合もTOEICやTOEFLの受験を強くお勧めします。
※TOEFL ITP試験は、Level.1のスコアのみが有効です。

大学 TOEIC
TOEFL

IELTS 英検
ITP iBT

ロンドン大学SOAS × × 52 4.0 ×

バーミンガム大学 × × 61 4.0 ×

カンタベリー・クライスト・
チャーチ大学 385 430 39 3.0 2級

カリフォルニア州立大学
イースト・ベイ校 385 430 39 × 2級

カリフォルニア大学
サンディエゴ校 385 430 39 × 2級

モナシュ大学 385 × × 3.5 ×

●英語圏への留学

語学担当専任教員

ドイツ語 明石真和／小林将輝
フランス語 山下尚一
スペイン語 信岡奈生
中国語 葉紅

提出書類 英語圏 非英語圏 
留学志望理由書【指定書式】 ○ ○

健康調査票【指定書式】 ○ ○

英語試験スコア証明書 ○ 不要
英文志望理由書 ○ 不要
専任教員による推薦書【指定書式】 不要 ○

●非英語圏への留学

●選考書類

2020年度 長期留学選考日程

応募資格

選考日程  募集大学 書類配付・提出期間

2019年

10/2水
非英語圏  ミュンヘン大学 《ドイツ》 書類配付:７/22 月 ～８/６ 火

９/17 火 ～９/24 火
書類受付:９/17 火 ～９/28 土 13：00まで
書類配付･受付場所:グローバル教育センター非英語圏  聊城大学（春学期出発） 《中国》

2019年

11/23土

英語圏  ロンドン大学SOAS 《イギリス》

書類配付:10/23 水 ～11/8 金
書類受付:10/29 火 ～11/15 金  13：00まで
書類配付･受付場所:グローバル教育センター

英語圏  バーミンガム大学 《イギリス》

英語圏  カンタベリー・クライスト・チャーチ大学 《イギリス》

英語圏  カリフォルニア州立大学イースト・ベイ校 《アメリカ》

英語圏  カリフォルニア大学サンディエゴ校 《アメリカ》

英語圏  モナシュ大学 《オーストラリア》

非英語圏  アンジェ・カトリック大学 《フランス》

非英語圏  サラマンカ大学 《スペイン》

2020年

2/8土 非英語圏  聊城大学（秋学期出発） 《中国》
書類配付:１/10 金 ～１/24 金
書類受付:１/20 月 ～１/31 金 13：00まで
書類配付・受付場所:グローバル教育センター
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バーミンガム大学 カンタベリー・
クライスト・チャーチ大学

ロンドン大学
SOAS

ミュンヘン
大学

カリフォルニア大学
サンディエゴ校

カリフォルニア州立大学
イースト・ベイ校

モナシュ大学

アンジェ・
カトリック大学聊城大学

延世大学

サラマンカ大学

創設：1957年　学生数：約15,000人カリフォルニア州ヘイワード

創設：1958年　学生数：約73,000人

創設：1960年　学生数：約33,000人

ヴィクトリア州メルボルン

カリフォルニア州ラ・ホヤ

アメリカ

アメリカ

カリフォルニア州立大学 イースト・ベイ校

カリフォルニア大学 サンディエゴ校

■プログラム■
Monash English 
5週間を1ユニットとするプログラムを4回20週
受講。
授業時間は１日4時間、週20時間（月～金、8:30
～12:45/13:00～17:15）。内訳は、12時間が一
般英語（General English=Core Module）、8時
間が選択科目（Specialist Skills Module）。この
ほかに週15時間の自習時間が強く推奨されている。
各ユニットの前には英語力試験があり、試験結果
に応じて授業レベルが決定。レベルはElementa-
ry / Pre-Intermediate / Intermediate / Upper 

ニケーションと文化プログラム（Communication 
and Culture Program）」が最適。すべてのレベ
ルの学生が受講できます。最初の週に英語のレベ
ルが決められます。
●月曜日から金曜日、8：30～16：30
●８週間―週20時間
●すべてのレベルに対応（全12レベル、1クラス
６-18名程度）

●中核クラスでは流暢に話し理解できるようにな
ることをめざす。
●日常英語／アメリカ社会と文化のコース
●幅広い選択科目。”Listening through Music” 
“American Music” “American Film” “TOEFL/
TOEIC Preparation” “Idiom and Slang” 
“Everyday English” “American Culture” 
“American Short Story” などアメリカ文化や
英語学習を意識した14の選択コース

■プログラム■
英語の流暢さや日常英語を話したり理解する能力
を改善したり、アメリカ文化に関する知識を深め
たいという学生は、８週間英語プログラム「コミュ

めのカリキュラムや課外活動が豊富に用意されて
いる。
① Intensive English Program（IEP）
7つのレベルから構成され、授業は１クラス平均
15名の少人数制。
■基礎科目■
米国の大学で学ぶために必要な最低限のWriting/
Grammar、Listening/Speaking、Reading/
Vocabularyをそれぞれ学ぶ。
■選択科目■
午後は、“US American Culture”, “Film and Mu-
sic”,“California History”, “A Taste of Hospitali-
ty”など、体験を重視した科目を選択できる。また、
月１回キャンパス内で行われる IELTS公式試験に
向けた対策クラスもある。
■Bay Area Experience■
担当教員から与えられた課題を5～6人のグルー

■プログラム■
American Language Program（ALP）
「英語で」学んだり体験したりすることを重視し
たプログラム。学生の自発的な体験学習を促すた

Intermediate / Pre-Advanced / Advancedとな
る。また、レベルにより、選択科目が異なる。
1クラスの学生数は、10人から18人程度。
■宿泊・その他必要経費■
●ホームステイ　3食込み：AU ＄54×164日= 
AU ＄8,856（2019年度調べ）
●月々の生活費（2017年度）※参考　食費AU 
＄165、交際費AU ＄165、 通信費AU ＄50

●2019年度日程：冬学期（1/2～2/28）、春（3/9
～5/8）、夏①（5/18～7/17）、夏②（7/27
～9/25）、秋（10/5～12/4）
■宿泊・その他必要経費■
●本学もしくは本学OBが斡旋するホームス
テイ先に宿泊する　US ＄10,700.00～US 
＄12,000.00/年（2019年度調べ）
●月々の生活費（2019年度）※参考　食費US 
＄270～450、通信費US＄60～100、交際費
US ＄300
●保険：US ＄450／学期
　※この他日本で海外旅行保険も加入

プで協力し、Bay Area（サンフランシスコを中
心とした地域）の様々な場所で体験学習する。
②Open University（OU）
正規の学生が履修する一般科目を履修する。
IELTS6.0をクリアし、アドバイザーの推薦が必要。
１年の留学期間では、早くて３学期ないし４学期
での履修を目指す。
■宿泊・その他必要経費■
●キャンパス内の学生寮　4ヶ月（食費込み）：
US ＄5664.50／学期（2019年度秋学期）
●月々の生活費（2018年度）※参考　食費US 
＄90～400、通信費US ＄30程度、交際費US 
＄90～400
●保険：US ＄450／学期
　※この他日本で海外旅行保険も加入

英語圏

英語圏

英語圏

派遣留学

派遣留学

派遣留学

モナシュ大学

留学期間：３月～８月、９月～翌年２月
派遣人数：全学部から若干名（2・3・4年次生）

留学期間：4月～9月、4月～翌年3月
派遣人数：全学部から若干名（2・3・4年次生）

留学期間：4月～9月、4月～翌年3月
派遣人数：全学部から若干名（2・3・4年次生）

オーストラリア

駿河台大学では、長期留学提携校として、世界８カ国・１１大学と
交換・派遣留学協定を結んでいます。

長期留学提携校紹介
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創設：1916年　学生数：約6,500人ロンドン

創設：1472年　学生数：約55,000人（留学生約5,400人）

創設：1900年　学生数：約29,000人

バイエルン州ミュンヘン

創設：1962年　学生数：約17,400人（留学生は約1,500人）

ウェスト・ミッドランド州バーミンガム

ケント州カンタベリー

■プログラム■
大学の講義等を受講できる。また、大学附属の「外
国人のためのドイツ語コース」を受講できる。
■宿泊■
学生寮　（2018,2019年度調べ）　寮費：約
€280もしくは約€350／月に加え、敷金（1回
のみ）約€300もしくは約€400が必要。
※寮は3月から確保されるため、渡独が4月でも3
月の分の寮費が発生します。※食事はついていま
せん。
■保険・その他必要経費■
●保険：約€95／月　※この他日本で海外旅行

保険も加入。
●その他　･ゼメスターチケット約€130／学期
の購入が必要。　･１年間留学する場合、2回
目以降の語学コースに１回あたり€740がかか
る（通常2回追加）。　･年間の生活費は寮費、
保険、食費、通信費、雑費等全てあわせて
€10,000は必要。　･ヴィザ取得のために閉
鎖口座を開設し、そこに滞在1ヶ月あたり
€720を入金しておく必要有。

非英語圏
ドイツ語

交換留学

ミュンヘン大学

留学期間：4月～9月、4月～翌年3月
派遣人数：全学部から若干名（2・3・4年次生）

ドイツ

■プログラム■
Birmingham Foundation Pathways Presession-
al English programme
英語力に応じた6週間から42週間のコース。
アカデミック・エッセイの書き方、スピーキング
と発音のスキル、講義理解、ディスカッション参
加に役立つ専門語彙について訓練し、アカデミッ
クな英語力を養成する。
■宿泊■
メイン･キャンパスから徒歩5～8分程度の学生寮
（Jarrett Hall等）が提供される。

■プログラム■
●一般英語コース (General English)
●一般英語・IELTS準備コース (General English 
with IELTS Preparation)
午前中の授業は一般英語コースと同じ。
午後は、IELTSに特化した writingやspeaking
等のクラスで構成されている。
■宿泊■
ホームステイかキャンパス内・キャンパス付近の学
生寮
●ホームステイ
※キャンパスまで30分以内の範囲（2018-19）

■プログラム■
English Language and Academic Studies（ELAS）

フレキシブルなCertifi cate/Diploma Programme。
9月、1月、4月開講のコース。3ヶ月～1年の期
間で学ぶ。クラスは IELTS 4.5～6.5に相当する
４つのレベルがあり、英語の勉強とセットで大学
の授業の履修もできる。
レベルに応じて、英語集中授業やアカデミック・
サブジェクト（Humanities：人文科学、Social 
Sciences：社会科学、International Business 
Studies：国際ビジネス研究）を履修。オプショ
ンで、IELTS準備コース、メディア研究等も選べる。
■宿泊■
大学の寮は基本的には9月から始まる1年契約で

● Jarrett Hallの場合（食事なし）：£151／週
（2019年）

朝食とキッチン使用…£125/週
平日2食…£160/週
●学生寮
キッチン共有、食事なし、ネット環境完備
（2018-19）
例　Petros Court　バスルーム付き…£167/週
※生活費…学生寮の場合（参考）　約£960（約
¥134,400/月）寮費込み（£= ￥140で換算）

英語圏

英語圏

派遣留学

派遣留学

バーミンガム大学

カンタベリー・クライスト・チャーチ大学

留学期間：4月～翌年3月
派遣人数：全学部から若干名（3・4年次生）

留学期間：4月～翌年3月
派遣人数：全学部から若干名（3・4年次生）

留学期間：4月～９月、４月～翌年３月
派遣人数：全学部から若干名（2・3・4年次生）

英語圏

派遣留学

ロンドン大学SOAS
イギリス

イギリス

イギリス

あり、日本の春学期から行く場合は空きがある場
合にのみ利用可能。大学近辺には下宿・アパート
が多数存在し、なかには賄い付きもあり。
●SOAS Hall of Residenceの場合（食事なし）：
£160/週～（2019年度）
●民間の学生用アパートの場合（食事なし）：
£150/週（フラットシェア）～£320/週（ワ
ンルームタイプ）（2019年度） 部屋のタイプや
大学からの距離による。
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創設：1875年　学生数：約11,000人

創設：1218年　学生数：約30,000人

アンジェ

創設：1974年　学生数：約33,000人

サラマンカ

創設：1885年　学生数：約18,300人（本校の学部生数、2017年10月1日時点）

山東省聊城市

ソウル

■プログラム■
外国人のための中国語研修コース。正規の授業を
受講できる。大学内で日本語専門の地元の学生と
交流することができる。

■宿泊■
留学生専用の宿舎
●二人部屋
●共同キッチン、冷蔵庫、バス・トイレ、洗濯機
●Wi-Fi （別払い）
●月々の生活費　※参考
　食費の目安（2018年）月500元前後

■プログラム■
インターナショナルコースの「スペイン語・文化
研修コース」で学ぶ。スペイン語の実力に応じた
クラスに配属される。

■プログラム■
９月：１ヶ月間、夏期コース（フランス語集中講
座）を受講。
10月以降：外国人留学生のためのフランス語コー
スを受講。フランス語の実力に応じて６段階に分
かれる。中級より上のクラスになると、文明講座
も受講可能となり、語学だけでなくフランス文化
や歴史も学べる。

■プログラム■
学部による授業（韓国語または英語）と韓国語学
堂が提供する交換留学生対象の韓国語学習プログ
ラムが開設されている。1学期に履修登録しなけ
ればならない単位数は9～18単位である。先の履
修登録可能科目には韓国語学堂の交換留学生対象
韓国語学習プログラム（6単位）が含まれている。
韓国語学習プログラムでは、学生の韓国語学力レ
ベル別に授業が行われる。

■宿泊■
学生寮　１人部屋（３食付）：€32.5/日（2019
年度調べ）

■宿泊■
宿舎またはホームステイ（2019年調べ）
●食事なし、キッチン利用可の場合　秋学期　
€1428、春学期　€1517
●朝食＋週3回夕食＋キッチン利用可の場合　秋
学期　€2176、春学期　€2312

■宿泊■
キャンパス内のSKグローバルハウスやインター
ナショナル・ハウスなどの留学生向け学生寮など
がある。
エアコン、バス・トイレ、テレビ室、コンピュー
タ室、食堂、洗濯室、売店などあり
※希望者は、下宿やホームステイによる生活も可
能。

非英語圏
韓国語

交換留学

聊
リ ャ オ

城
チ ョ ン

大学

サラマンカ大学

アンジェ・カトリック大学

延
ヨ ン

世
セ

大学

留学期間：2月～7月、2月～翌年1月、
　　　　　9月～翌年2月、9月～翌年7月
派遣人数：全学部から若干名（2・3・4年次生）

※2020年度は募集しません。

留学期間：3月～7月、3月～12月、
　　　　　9月～12月、9月～翌年7月
派遣人数：全学部から若干名（2・3・4年次生）

留学期間：4月～9月、4月～翌年2月、
　　　　　9月～翌年2月
派遣人数：全学部から若干名（2・3・4年次生）

留学期間：9月～翌年2月、9月～翌年6月
派遣人数：全学部から若干名（2・3・4年次生）

中国

スペイン

フランス

韓国

非英語圏
フランス語

派遣留学

派遣留学

非英語圏
スペイン語

非英語圏
中国語

交換留学
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原則1

細
則

2

1 ） 細則に定める必要最低単位数を修得見込みであること
2 ） 細則に定める必修科目単位を修得見込みであること

２
０
２
０
年
度   

長
期
留
学
応
募
資
格

全学部共通

法学入門Ⅰ 2単位
コンピュータ・リテラシーⅠ・Ⅱ 2単位
キャリア基礎Ⅰ 2単位
必修外国語科目 4単位
プレゼミナールⅠ・Ⅱ 4単位
コース共通基礎科目 6単位

必修外国語 第1 4単位
必修外国語 第2 4単位
プレゼミナールⅠ/Ⅱ 4単位

a）1年次において40単位以上修得見込みであること
b）下記の科目を修得見込みであること

a）1年次において40単位以上修得見込みであること
b）1年次必修科目のうち以下の12単位を修得見込みで
あること

※上記以外の１年次配当必修科目の1 6単位〔経済・経営と社
会（２単位）、基礎数学（２単位）、経済学の基礎（ミクロ編）
（２単位）、経済学の基礎（マクロ編）（２単位）、国際経済の
基礎（２単位）、経営学総論Ⅰ（２単位）、コンピュータ・リテ
ラシーⅠ（１単位）、コンピュータ・リテラシーⅡ（１単位）、
キャリア基礎Ⅰ（２単位）〕、についても、修得しておくこと
が望ましい。

※１、２年次配当必修科目の24単位〔経済・経営と社会（２単
位）、プレゼミナールⅠ/Ⅱ/Ⅲ/Ⅳ（８単位）、基礎数学（２
単位）、経済学の基礎（ミクロ編）（２単位）、経済学の基礎（マ
クロ編）（２単位）、国際経済の基礎（２単位）、経営学総論Ⅰ
（２単位）、コンピュータ・リテラシーⅠ（１単位）、コンピュー
タ・リテラシーⅡ（１単位）、キャリア基礎Ⅰ（２単位）〕につ
いては、修得しておくことが望ましい。

※コース選択を意識して専攻基礎科目、専攻基幹科目を履修
しておくことが望ましい。

※１、２、３年次配当必修科目の26単位〔経済・経営と社会（２
単位）、プレゼミナールⅠ/Ⅱ/Ⅲ/Ⅳ（８単位）、基礎数学（２
単位）、経済学の基礎（ミクロ編）（２単位）、経済学の基礎（マ
クロ編）（２単位）、国際経済の基礎（２単位）、経営学総論Ⅰ
（２単位）、コンピュータ・リテラシーⅠ（１単位）、コンピュー
タ・リテラシーⅡ（１単位）、キャリア基礎Ⅰ（２単位）、キャ
リア実践Ⅰ（２単位）〕については、修得しておくことが望
ましい。

必修外国語 第１ 4単位
必修外国語 第２ 4単位
選択必修外国語 2単位
プレゼミナールⅠ/Ⅱ/Ⅲ/Ⅳ 8単位
専攻基礎科目 8単位
専攻基幹科目 4単位

法学入門Ⅰ 2単位
コンピュータ・リテラシーⅠ・Ⅱ 2単位
キャリア基礎Ⅰ 2単位
必修外国語科目 4単位
プレゼミナールⅠ～Ⅳ 8単位
コース共通基礎科目 6単位

a）2年次までに80単位以上修得見込みであること
b）下記の科目を修得見込みであること

a）２年次までに80単位以上修得見込みであること
b）１、２年次必修科目及び専攻基礎科目のうち
　下記の30単位を修得見込みであること

必修外国語 第1 4単位
必修外国語 第2 4単位
選択必修外国語 2単位
キャリア教育科目 6単位
プレゼミナールⅠ/Ⅱ/Ⅲ/Ⅳ 8単位
ゼミナールⅠ/Ⅱ 4単位
専攻基礎科目 8単位
専攻基幹科目 8単位
専攻発展科目 4単位

法学入門Ⅰ 2単位
コンピュータ・リテラシーⅠ・Ⅱ 2単位
キャリア教育科目群
（キャリア基礎Ⅰ・
キャリア実践Ⅰ含む）

6単位

必修外国語科目 4単位
プレゼミナールⅠ～Ⅳ 8単位
ゼミナールⅠ・Ⅱ 4単位
コース共通基礎科目 6単位

a）3年次までに110単位以上修得見込みであること
b）下記の科目を修得見込みであること

a）3年次までに110単位以上修得見込みであること
b）１～３年次必修科目及びコース科目のうち下記の
48単位を修得見込みであること

2
年
次
に
留
学

（
1
年
次
応
募
）の
場
合

3
年
次
に
留
学

（
2
年
次
応
募
）の
場
合

4
年
次
に
留
学

（
3
年
次
応
募
）の
場
合

法学部 経済経営学部
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3 ） 留学の時点で、本学において１年以上修学していること
4 ） 本学における成績のGPAが2.5以上であること

基礎教育科目群 8単位
メディアと情報資源、
プレゼミナールⅠ/Ⅱ、
コンピュータ・リテラ
シーⅠ/Ⅱ

キャリア教育科目群 2単位 キャリア基礎Ⅰ
教養基礎科目群 2単位 健康・スポーツ実習Ⅰ/Ⅱ

第１外国語 4単位
英語ⅠＡ/ⅠＢ/ⅡＡ/ⅡＢ
（一般学生）、日本語ⅠA/
ⅠＢ/ⅡＡ/ⅡＢ（留学生）

第２外国語 4単位 選択した第2外国語
ⅠＡ/ⅠＢ/ⅡＡ/ⅡＢ

専攻基礎科目 8単位 学部科目6単位を含む

基礎教育科目 10単位
キャリア基礎Ⅰ 2単位
健康・スポーツ実習Ⅰ/Ⅱ 2単位

必修外国語科目
第一外国語ⅠAB・ⅡAB 4単位
第二外国語ⅠAB・ⅡAB 4単位

人間研究の視点Ⅰ・Ⅱ 計4単位
プレゼミナールⅠ・Ⅱ 計4単位
コンピュータ・リテラシーⅠ・Ⅱ 計2単位
キャリア基礎Ⅰ 2単位
健康・スポーツ実習Ⅰ・Ⅱ 計2単位

当該外国語の１年次必修単位
「英語ⅠA・ⅠB」（計２単位）、「英語ⅡA・ⅡB」（計２単位）
または「日本語ⅠA・ⅠB」（計２単位）、「日本語ⅡA・ⅡB」
（計２単位）（いずれか計４単位）
心理学概論Ⅰ・Ⅱ 計4単位

a）1年次において36単位以上修得見込みであること
b）下記の必修科目28単位を修得見込みであること

公認心理師を志望している場合は、公認心理師を志望している場合は、
事前にＦＡに相談する。事前にＦＡに相談する。

a）1年次において34単位以上修得見込みであること
b）下記の必修科目計22単位を修得見込みであること

a）1年次において34単位以上修得見込みであること
b）下記の科目を修得見込みであること

人間研究の視点Ⅰ・Ⅱ 計4単位
プレゼミナールⅠ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ 計8単位
コンピュータ・リテラシーⅠ・Ⅱ 計2単位
キャリア教育科目群で、「キャリア基礎Ⅰ」（2単位）を
含む４単位以上
地域科目群で、４単位以上
健康・スポーツ実習Ⅰ・Ⅱ 計2単位

当該外国語の必修単位
「英語ⅠA・ⅠB」（計２単位）、「英語ⅡA・ⅡB」（計２単位）、
「英語ⅢA・ⅢB」（計２単位） または
「日本語ⅠA・ⅠB」（計２単位）、「日本語ⅡA・ⅡB」（計２単
位）、「日本語ⅢA・ⅢB」（計２単位） （いずれか計６単位）

心理学概論Ⅰ・Ⅱ 計4単位
心理学研究法科目で、「心理学研究法」（2単位）を含む
４単位以上

基礎教育科目 14単位
キャリア基礎Ⅰ 2単位
健康・スポーツ実習Ⅰ・Ⅱ 2単位

必修外国語科目
第一外国語ⅠAB・ⅡAB 4単位
第二外国語ⅠAB・ⅡAB 4単位

選択必修外国語ⅢAB 2単位
専攻発展科目 (各選択コース) 4単位

基礎教育科目 14単位
キャリア基礎Ⅰ 2単位
キャリア実践Ⅰ 2単位
健康・スポーツ実習Ⅰ・Ⅱ 2単位

必修外国語科目
第一外国語ⅠAB・ⅡAB 4単位
第二外国語ⅠAB・ⅡAB 4単位

選択必修外国語ⅢAB 2単位
専攻発展科目 (各選択コース ) 8単位
ゼミナールⅠ・Ⅱ 4単位

基礎教育科目群 12単位
メディアと情報資源、プレゼ
ミナールⅠ/Ⅱ/Ⅲ/Ⅳ、コン
ピュータ・リテラシーⅠ/Ⅱ

キャリア教育科目群 2単位 キャリア基礎Ⅰ
地域科目群 6単位

教養基礎科目群 12単位 健康・スポーツ実習
Ⅰ/Ⅱを含む

第1外国語 4単位
英語ⅠＡ/ⅠＢ/ⅡＡ/ⅡＢ
（一般学生）、日本語ⅠＡ/
ⅠＢ/ⅡＡ/ⅡＢ（留学生）

第2外国語 4単位 選択した第２外国語
ⅠＡ/ⅠＢ/ⅡＡ/ⅡＢ

選択必修外国語 2単位
英語ⅢＡ/ⅢＢ（一般学
生）、日本語ⅢＡ/ⅢＢ（留
学生）、もしくは選択した
第2外国語ⅢＡ/ⅢＢ

専攻基礎科目 8単位 学部科目6単位を含む
専攻基幹科目 2単位 メディア情報とキャリア

a）２年次までに72単位以上修得見込みであること
b）下記の必修科目計32単位を修得見込みであること

a）２年次までに72単位以上修得見込みであること
b）下記の科目を修得見込みであること

a）2年次までに72単位以上修得見込みであること
b）下記の配当科目計52単位を修得見込みであること

人間研究の視点Ⅰ・Ⅱ 計4単位
プレゼミナールⅠ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ 計8単位
コンピュータ・リテラシーⅠ・Ⅱ 計2単位
キャリア教育科目群で、「キャリア基礎Ⅰ」「キャリア
実践Ⅰ」（計４単位）を含む６単位以上
地域科目群で、６単位以上
健康・スポーツ実習Ⅰ・Ⅱ 計2単位
当該外国語の必修単位
「英語ⅠA・ⅠB」（計２単位）、「英語ⅡA・ⅡB」（計２単
位）、「英語ⅢA・ⅢB」（計２単位） または「日本語ⅠA・
ⅠB」（計２単位）、「日本語ⅡA・ⅡB」（計２単位）、「日
本語ⅢA・ⅢB」（計２単位） （いずれか計６単位）
心理学概説Ⅰ・Ⅱ 計4単位
心理学研究法科目で、「心理学研究法」（２単位）を含
む８単位以上
ゼミナールⅠ・Ⅱ 計４単位

基礎教育科目群 12単位
メディアと情報資源、プレゼ
ミナールⅠ／Ⅱ／Ⅲ／Ⅳ、コ
ンピュータ・リテラシーⅠ／
Ⅱ

キャリア
教育科目群 ４単位 キャリア基礎Ⅰ、

キャリア実践Ⅰ
地域科目群 ６単位

教養基礎科目群 12単位 健康・スポーツ実習Ⅰ／Ⅱ
を含む

第１外国語 ４単位
英語ⅠＡ／ⅠＢ／ⅡＡ／ⅡＢ
（一般学生）、
日本語ⅠＡ／ⅠＢ／ⅡＡ／ⅡＢ
（留学生）

第２外国語 4単位 選択した第２外国語ⅠＡ／Ⅰ
Ｂ／ⅡＡ／ⅡＢ

選択必修外国語 2単位
英語ⅢＡ／ⅢＢ（一般学生）、
日本語ⅢＡ／ⅢＢ（留学生）、
もしくは選択した第２外国
語ⅢＡ／ⅢＢ

専攻基礎科目 ８単位 学部科目６単位を含む
専攻基幹科目 ２単位 メディア情報とキャリア
専攻発展科目 4単位 ゼミナールⅠ／Ⅱ

a）3年次までに102単位以上修得見込みであること
b）下記の科目を修得見込みであること

a）３年次までに104単位以上修得見込みであること
b）下記の必修科目計42単位を修得見込みであること

a）3年次までに108単位以上修得見込みであること
b）下記の配当科目計58単位を修得見込みであること

メディア情報学部 現代文化学部 心理学部
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グローバル教育センター主催2019年度

●春季国際交流パーティー
●長期留学説明会①

●長期留学説明会③
　（留学経験者の話を聞く会） 
●扇子作り 

●長期留学説明会②
●端午の節句
（ちらし寿司&柏餅パーティー）

●長期留学説明会④ 
●浴衣の着付け体験 
●茶道体験 
●夏季国際交流パーティー 
●English Speech Contest 

●長期留学説明会⑤ 
●留学生旅行 

《  イベント年間  

4月April 5月May 6月June 7月 July 9月September
2019

長期留学説明会
グローバル教育センター所属の教員が、提携大学や本学の長
期留学制度について、具体的に説明いたします。おおよその
留学費用や事前の準備、選考についての情報について説明す
るので、留学希望の学生は必ず参加しましょう。

秋学期スケジュール

   9月２5日水 12：40～13：20 ※英語圏対象
10月16日水 12：40～13：20

日本文化体験イベント
春学期は、端午の節句、ちら
し寿司作り、扇子作り、茶道、
浴衣着付け体験を行いまし
た。秋学期は、華道、書道体
験等を企画中です。留学生は
もちろん、日本人学生も参加
できるイベントもありますの
で、気軽に参加し、国を超え
て、学生同士の交流を深めて
ほしいと思います。
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各種語学試験にチャレンジしよう！

 行事

TOEIC-IP試験 HSK（漢語水平考試）

試験日 10/19土  11/16土

受験料 4,230円 級により異なります

申込方法 グローバル教育課
窓口にて

グローバル教育課
窓口にて 

申込期限 10/２水 10/９水

●長期留学説明会⑥ 
●交換・派遣留学選考①
●TOEIC-IP学内試験（予定） 

●交換・派遣留学選考② 
●HSK（漢語水平考試）
　学内試験（予定） 
●生け花体験 

●もちつき大会（予定） 
●外国語プレゼン大会（予定）

●七草がゆを作ってみよう！
　食べてみよう！（予定） 
●冬季国際交流パーティー 
●日本語スピーチコンテスト 

●交換・派遣留学選考③ 

スケジュール  》

10月 October 11月 November 12月 December 1月 January 2月February
2020

グローバル教育センターでは、「留学」や「国際交流」に関する行事を実施しています。 
ポータルサイトや学内掲示でお知らせしていますので、積極的に情報を
キャッチしてください。日本の文化に興味がある留学生や、
留学や国際交流に興味のある日本人学生のみなさんの参加をお待ちしています！ 

■TOEIC　■TOEFL-iBT　■IELTS　■実用英語技能検定（英検）　■ドイツ語技能検定　■実用フランス語技能検定
■スペイン語技能検定　■HSK（漢語水平考試）　■ハングル能力検定試験

これらの語学試験に積極的にチャレンジしましょう。詳細は各自HP等で調べてください。 
本学学生を対象とした語学検定試験受験料補助の制度を利用すると、受験料が安くなります。

国際交流パーティー 
春（4月）、夏（7月）、冬（1月）と年に3回の国際交流パー
ティーを実施しています。パーティーでは、留学を終えて帰
国する学生の送別会、帰国した学生の報告会、これから留学
に出発する学生の壮行会を兼ねています。パーティーでは、
多くの外国人留学生と交流を深めることができますので、留
学生の友達を作りたい日本人学生、留学に興味のある日本人
学生もぜひ参加してください。 

語学検定学内試験
大学でTOEIC-IPとHSKを受験することができます。留学の
ためのスコアが必要な人も、自分の語学力を試したい人も、
気軽に受験できる学内試験を受けてみよう。
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留学を通しての目標

9月から中国に留学します

　まず、最初に「なぜ留学に行こうと思っ
たか」について話したいと思います。英語
に興味があり英語力を向上させたいのはも
ちろんのことですが、そのほかに私は自分
が生活していく中で経験を大切にしていま
す。何事も経験することによってその経験
が自分の武器になり、将来自分を助けてく
れると考えています。その中で、半年間海
外で生活するという経験は滅多にできるこ
とではなく、自分の夢のための通過点とな
ると思い、留学に行くことを決意しました。
　そのためにした勉強は、まず留学に応募
するために必要なTOEICの勉強と日常で
使うと思われる熟語系の勉強です。また、
リスニング向上のためにグローバル教育セ
ンターで開催されているチャットルームに
も参加しました。

　私は2019年９月から交換留学で中国の
聊城大学に留学します。
　１年次に語学選択した中国語の先生から
「発音が上手だから留学した方がいい」と
薦められた一言が留学を考えるきっかけと
なりました。先生のその一言で入学早々留
学について考え始めることができ、早めの
段階で計画を立てて留学の機会を掴みとる
ことができたことは大変嬉しく思っていま
す。
　駿河台大学は留学制度が整っており、語
学の先生やグローバル教育センターの職員、
学部の担当教員が一緒になってサポートし
てくれるので、長期留学での単位について
不安なことも気にせず留学に出発すること
ができます。また、グローバル教育センター
が実施する外国人学生と接することができ

　留学に向けての意気込みは、オーストラ
リアは多文化社会なので多くの民族の人と
関わり、多くの人の様々な考え方に触れた
いと思っています。そして英語力も必ず伸
ばしていきたいと思っています。
　駿河台大学の留学制度については、留学
を目指している人にとってはとても留学を
実現しやすい環境だと思います。理由とし
ては、留学中に取得した単位が反映され
る、金銭面などでも援助してもらえるなど
です。なので少しでも考えている人はとて
も実現しやすい環境なので行くことをオス
スメします。

るイベントも多くあるので、外国人学生と
仲を深めたい人や留学に興味がある人は気
軽に参加してみるといいかもしれません。
　９月から始まる私の留学の目的は、中国
語をマスターすることです。中国語をマス
ターし中国語でコミュニケーションを図れ
るようになることを目標に、留学ではみっ
ちり語学勉強をしてきます。また、日本で
は味わえない体験や中国文化を学ぶことも
目的の１つにあり、私がまだ知らない中国
の文化や習慣など、実際行ってみないと分
からない部分を補えるよう、留学中に色ん
な場所に出かけ沢山の体験をしたいと思い
ます。 留学中、色んな壁にぶつかること
もあると思いますが、へこたれずに沢山の
ことにチャレンジし、良い留学の思い出が
作れるよう頑張ってきたいと思います。

秋から留学を開始する2019年度交換・派遣留学  

派遣留学生

交換留学生

モナシュ大学（オーストラリア）

聊城大学（中国）

留学期間：2019年10月～2020年３月

留学期間：2019年９月～2020年７月

現代文化学部 現代文化学科 ２年

與那覇龍馬

現代文化学部 現代文化学科 ４年

結城達哉
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留学に向けて今考えていること

念願の留学へ向けて

　私が留学に行こうと考えた理由はもとも
と海外に興味があり、海外の文化を知るこ
とで自分のまだ知らない新しい世界を見て
みたいと思ったからです。さらに母国語以
外の言語を身に着けることは自分の成長の
ためにもなるのでチャレンジしてみたいと
考えました。
　第二言語として韓国語を選択した私は韓
国について興味をもつようになり、１年の
冬休みに韓国へ旅行にいきました。ドラマ
でみた韓国文化などいろいろ経験し、韓国
についてもっと知りたいと同時に韓国語も
話せるようになりたいと考え、韓国への留
学を決意しました。延世大学では語学を学
ぶのはもちろん、様々な国の人とも交流し
現地での生活も有意義なものにしていきた
いです。

　高校の頃から韓国への留学を視野に入れ
て、大学進学をした。小学校の頃から、韓
国語の勉強を始めてきた。動機としては、
自分を試したいという考えと、より自然な
言い回しや、発音を学ぶには、韓国へ行き、
その環境の中で本ではなく、身体で学ぶの
が１番良い方法だと考えたからである。
　しかし、長期の留学となると、単位等の
問題で現役で卒業ができなくなってしまう
のではないかという不安が同時にあった。
駿河台大学では、交換留学という制度が存
在し、それを利用しての留学であれば、海
外で取得した単位を駿河台大学でも、単位
として認めてもらうことができる。その為、
現役での卒業に支障が出ないようになって
いる。その制度のおかげで、周りと遅れを
取ることもなく、今回私も安心して、長期

　韓国語の勉強は、参考書を買い韓国語の
能力試験を受けたりして勉強を進めまし
た。駿河台大学の留学制度は、留学先の授
業料は大学が負担してくれるのと、また大
学から補助金もでるため経済的に助かりま
す。
　留学先では一生懸命勉強して力をつけて
いきたいです。

の留学に対し、前向きに考えることができた。
　留学に向けた準備は、留学先の大学への
申請からビザ申請、そして宿舎探しまで、
誰もが経験できるものではない分、決して
簡単では無かった。特にビザ申請では、資
料の不足があり時間がかかった為、大変で
あった。しかし、苦労して準備をしたこと
が、今となっては良い経験であり、その分
留学に対する期待も大きく膨らんだ。
　周りと同じように、大学生活を送り単位
を取得し、卒業することもよいが、ゴール
が卒業であるなら、少し違うレールに乗っ
て、卒業するという選択をしたいと考えた。
なので、その選択を後悔しないよう学んで
きたい。

 生が出発に向けて意気込みを語ってくれました。

交換留学生

交換留学生

延世大学（韓国）

延世大学（韓国）

留学期間：2019年８月～2019年12月

留学期間：2019年８月～2019年12月

メディア情報学部 メディア情報学科 ３年

紫藤晴美

現代文化学部 現代文化学科 2年

稲垣咲穂
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グローバル教育センター

2019年春学期に本学に
受入留学生として来日した
学生たちの留学記です

　私は飯能市で1ヶ月くらい5つの異なるホ
ストファミリーの家に泊まりました。様々な
日本人の生活を見ました。
　日本と日本人は素晴らしいと思いました。
日本人は本当に優しくて親切な人たちでし
た。この一ヶ月の間、人といっぱい会って色々
な所に行ってたくさん楽しみました。日本で
いつも驚いたことは人の数の多さと町の清潔
さです。本当にどこでもきれいだと思いまし
た。日本のコンビニと電車はすごく便利でし
た。コンビニでは温かい食べ物やお酒、お菓
子、雑誌もありました。また、電車を使うこ
とは簡単なのでよく使いました。
　私は将来、通訳と翻訳家になりたいです。
そのために日本語を勉強します。そして、日

本に住んでみたいです。この旅の時、日本人
の生活を見ることができて良かったです。た
くさん色々な違う家族の生活を見られまし
た。嬉しいです。皆さんは私のためにとても
頑張ってくれました。色々な所に連れて行っ
てくれて日本語を教えてくれました。
　東京にも行って、そこで友達と一緒に遊ん
でとても面白かったです。東京はすごく大き
いですね。私の国の人口は少ないです。550
万人ほどなのでいつも東京で人の多さにびっ
くりしてしまいました。少し田舎にも行きま
した。景色がきれいだと思いました。山と森
が好きでした。素晴らしい経験でした。駿河
台大学と飯能市の皆さん、また会いましょ
う！

日本すごく楽しい
ヨウツェノ学院（フィンランド）
留学期間：2019年５月～６月

KOSONEN,JUSTUS
（コソネン ユストゥス）

　時間は本当に早いものです。五年前の私は、日本に来ることを全然
考えていませんでした。日本語専攻を選んだ理由は、入試点数が低かっ
たからだけです。だが、振り返ってみると、日本語を選んで良かった。
日本に来る前に、私は普通の仕事だけで結構という普通の考えを持っ
ていました。月給５、６千元なら結構（中国平均の月給は１万元ぐらい）。
でも、今、これは足りないと思います。止まることなく前に進むべき
です。井の中の蛙の夢をやめて、もっと偉い夢をたてるべきです。こ
の留学生活によって、私はもっと広い世界を見ました。日本に留学し
たのは自慢話だけでなく、これからの人生にも役に立つ体験だと思い
ます。世界に向け、私たちは飛び立つ。またいつかどこかで会いましょう。

　時間のたつのが本当に早いです。もう日本の生活に慣れたのに、そ
ろそろ帰国しなければなりません。先生のご指導、本当にありがとう
ございました。駿河台大学での留学生活は私の人生の中で唯一無二の
思い出になったと思います。

　そろそろ終わる留学生活に対して、感謝の気持ちしかないです。時
間の流れは本当に早いこと。言いたいのは「ありがとう」しかないです。

　この四か月間、短かったですが、とても意義がある学生生活でした。
私は、日本に来る前に、日本について、本やアニメの形だけの知識で
したが、日本に来て、本当の日本と日本人のことを知った。駿河台大
学に留学して本当に良かった！ おかげで私は日本と日本人にとても
良い印象を持った！ 教員も職員も熱心で優しい。先輩たちも同級生
たちも皆面白い。私が、充実した愉快な大学生活を体験できたのはこ
こにあります。今まで多く話をした。でもどうしてももう一度感謝の
気持ちを伝えたい！ 皆さん、短い間ですが、いろいろお世話になり、
本当にありがとうございました。

聊城大学（中国）
留学期間：2019年４月～８月

聊城大学（中国）
留学期間：2019年４月～８月

聊城大学（中国）
留学期間：2019年４月～８月

聊城大学（中国）
留学期間：2019年４月～８月

TENG YIZE
（トウ ヨクタク）

WU JIE 
（ゴ ケツ）

SHAN HAO 
（セン コウ）

SHANG SUYANRAN
（ショウ ソエンゼン）

交換留学生

交換留学生 交換留学生

交換留学生

研修留学生
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