
INTERNATIONAL  EXCHANGE  CENTER

S
T

U
D

Y
 A

B
R

O
A

D
 G

U
ID

E
 B

O
O

K
 2

0
2

2
2
0
2
2
年
4
月
　
編
集
・
発
行
　
神
戸
学
院
大
学
国
際
交
流
セ
ン
タ
ー

〒
6
5
0
-8
5
8
6
　
神
戸
市
中
央
区
港
島
1-1-3

S
TU

DY ABROAD 2022

問い合わせ窓口

神戸学院大学国際交流センター

窓口取扱時間

月～金（9：00～11：45、12：45～17：00）
夏期・冬期・春期休業中（9：00～15：00）
土・日・祝・夏期一斉休業・年末年始一斉休業期間中は閉室
☆祝日授業日は開室

国際交流センター
ポートアイランド第一キャンパス

D号館

1F

学生支援センター
国際交流関係窓口

有瀬キャンパス

3号館
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078-974-2243
imanager@j.kobegakuin.ac.jp
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制定　2017年4月1日
改正　2018年4月1日

田中さん

交換留学（語学+学部）

朝鮮大学校　韓国　

〔授業〕 MON TUE WED THU FRI SAT SUN

AM 家でゆっくり
　〔新聞放送学科の講義〕
テーマに沿って学生同
士で討論します

友達と勉強 〔ビジネス日本語会話〕 家でゆっくり フィギュアスケート 家でゆっくり

PM 動画授業の視聴
　〔ビジネス日本語会話〕

日本語学科の講義を
受けました

　〔リスニング・会話〕
能力別に分かれて韓
国語を学習します

〔韓国語・書き取り〕 〔韓国語語彙・文法〕 家でゆっくり 動画授業の視聴

NIGHT TOPIKの勉強 TOPIKの勉強 友達とごはん 友達とごはん TOPIKの勉強 TOPIKの勉強 TOPIKの勉強

HOLIDAY HOLIDAYSCHOOLDAY 

Chosun University 
in South Korea

田中 萌恵
法学部

留学期間

2021年9月～

2022年1月

自身を成長させるため、朝鮮大学校への留
学を決めた　
　私は幼い時から親の影響で自然と韓国文
化や韓国語に触れる機会の多い環境で育
ちました。高校生の時に受けた韓国語の授
業がきっかけで、本格的に韓国語を学び始
めました。勉強を始めた時に、留学に行くこと
を目標のひとつに決めていました。
　朝鮮大学校を留学先に決めたきっかけは、
朝鮮大学校からの交換留学生との出会いで
した。当時まだ韓国語に自信の無かった私は、
ソウルの祥明大学校への留学を希望してい
ました。ソウルには知り合いもいて安心できる
と思っていたからです。しかし、彼女から朝鮮
大学校は日本人の留学生がいないため、韓
国語を伸ばすには最適の環境だと教えてもら
い、挑戦したいという気持ちが芽生えました。

自分を成長させるためにはとっておきの場所
だと思ったからです。留学に向けてT O P I K
（韓国語能力検定）４級を取得し、日常
生活で困らない程度の語学力を身につけま
した。

留学はたくさんの経験ができるチャンス
交流を通して思い出を作って欲しい
　朝鮮大学校では韓国語の授業と学科の
授業を受けることができます。韓国語のクラス
はレベル別に2つのクラスに分かれています。
私はメディアの分野に興味があったので、新
聞放送学科の授業を受けました。講義や現
地で知り合った友達と自然に会話をすること
で語彙力が日本にいた時よりとても早く伸び
ました。日常的に韓国語を使う環境に置か
れているからこそ勉強意欲が増し、留学中に

受けたT O P I K（韓国語能力検定）では
最高級の６級を取ることができました。語学
力以外にも、文化も育ちも違う友達との交
流を通して、今まで知らなかった他国の文化
などを知り、自身の異文化理解がさらに広が
りました。
　朝鮮大学校がある光州は日本人がほとん
どいません。韓国語がある程度できないと困
ることが多いと思います。ただの資格として韓
国語能力検定を持つのではなく、韓国語で
自分の意見や考えを伝えられる力が必要で
す。真剣に勉強することは重要ですが、なに
より現地の韓国人の友達、韓国以外の国と
地域からきた友達との交流を楽しんでください。
光州の人々は優しく、知れば知るほど住みや
すい地域です。また、国内旅行へ行きやすい
地域でもあります。友達をたくさん作って国内
旅行に行き、楽しい思い出を作ってください。

たくさんの人の支えで実現できた留学
　私の留学はコロナの影響で予定よりも１年
半遅く実現しました。待っていた期間は韓国
語の学習意欲も落ち、このままどうしたらいい
んだろうと思うことも多かったです。けれど、国
際交流センターの方々が常に支えてくれ、留
学に行けるようにたくさんのサポートをしてくだ
さいました。だからこそ、この留学は国際交流
センターの皆さんに恩返しができる留学にした
いという思いで韓国に行きました。留学生活
では韓国人の学生、朝鮮大学校の教授・
職員、現地で知り合った方々にたくさん支え
てもらいました。私が待った１年半は、この人
たちに出会うためだったと思えるほどです。これ
から留学を目指している人や留学が決まった
人にも私と同じように良い出会いのある留学
を経験して欲しいと思います。
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〔授業〕 MON TUE WED THU FRI SAT SUN

AM 図書館で勉強
〔Emerging
Leaders〕 予習・復習 予習・復習 図書館で勉強

PM

〔Challenges in
Transport and

Mobility〕
図書館で勉強

〔Programming for
the Web〕

〔Managing Festivals
and Events〕 友達と過ごす

NIGHT 〔Japanese Society〕 買い物 友達とごはん 友達とごはん Pubに遊びに行く  友達とごはん 授業の予習

HOLIDAY

     友人と外出
図書館に出かけたり、

  旅行に行きました
図書館で勉強

SCHOOLDAY 

2センパ
イ
の声
を聞いて

み
よ
う 交換・派遣留学（語学+学部）

リーズ大学　イギリス

The University of Leeds  in UK

和田 真弥
経営学部

留学期間

2019年4月～

2020年1月和田さん

苦手な英語を克服して
歴史的な瞬間をこの目で見たい　
　高校生の頃から英語にとても苦手意識が
あり、その意識を少しでもポジティブなものに
変えて克服したいと考えていました。また、克
服し自分の武器にしたいとも考えていました。
留学を決めたきっかけは、来日している海外
の友達からとても新鮮な刺激を受けたことで
す。今度は自分が海外に行き、日本につい
てあまり詳しくない現地の友人を作ることで、
価値観が大きく変わるのではないかと期待し
ました。
　私が留学した年はイギリスがEUから脱退す
るという歴史的な年でした。その瞬間に、現
地に住んでいる人々はどのように考えている
かということに非常に興味がありました。賛成
なのか、反対なのか、日本のメディアが伝えて
いる事実とどのくらい誤差があるのか、実際に
見てみたいと思い、留学に臨みました。

英語はコミュニケーションの為のツール
会話を楽しむことが一番大切
　この留学を通して、海外の友人がとても増
えました。常に友人と過ごし、日本にはない
海外の遊びや文化などをたくさん知ることがで
きました。それに伴い、語学力（スピーキン
グ）の向上も実感できました。実際に海外
で暮らしてわかったことは、英語も日本語と同
じコミュニケーションの為のツールの一つだとい
うことです。英語をネイティブのように話すため
努力をすることは大切ですが、それ以上に友
人たちとの会話を楽しむことが一番重要だと
考えることができるようになりました。

困難にぶつかった時こそ、成長する大きな
チャンス
　留学するにあたり、語学力や異文化の理
解など今まで経験したことのない様々な困難
にぶつかると思います。その時に、自分がどう

するかが大切です。困難を成長するチャンス
だととらえて、必死に前だけを見て少しずつで
も進んでください。進んでいるうちにその困難
は自分の力へと変わっていきます。リーズ大
学はたくさんの留学生に向けてのイベントが
充実していて、貴重な素晴らしい経験をする
ことができます。何事も全力で楽しんでくださ
い。

他の誰よりも一番楽しむことができたと
胸を張れる留学だった
　リーズ大学への留学は、私の一生の宝にな
るとても貴重な経験でした。あっという間の
10ヶ月でしたが、大変充実した時間でした。
留学に行く前も努力しましたが、それ以上に
留学先では努力をすることができました。他
の誰よりも、一番楽しむことができた留学だっ
たと胸を張って言うことができます。将来必ず
再びイギリスに勉強に行きたいと考えています。
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〔授業〕 MON TUE WED THU FRI SAT SUN

AM 〔写作・口语〕 〔听力・综合〕 〔听力・综合〕 〔口语・综合〕 〔阅读・综合〕 ゆっくり過ごす

PM 〔综合〕 カフェで課題と予習 〔口语〕 カフェで課題と予習 カフェで課題と予習
　　 カフェで勉強
他国の学生と交流しな
がら勉強しました

NIGHT カフェで課題と予習 友達とごはん カフェで課題と予習 友達とごはん 授業の予習

SCHOOLDAY HOLIDAY

友人と外出
都心部にショッピングを
したり、旅行をしました

レストランで外食

セ
ン
パ

イ
の声
を聞いて

み
よ
う 派遣留学（語学）

大連理工大学　中国3

英語専攻の私が中国留学を決めた理由
　英語専攻である私が中国への留学を志
したのは、最初は単純な理由でした。1年
次生の夏期中国留学で授業が英語で行
われていたため、中国に留学に行き初級ク
ラスに入れば英語と中国語を同時に学べる
だろうと考えたからです。3年次生で英語圏
へのセメスター留学も控えていたため、その
前に中国留学に行けば、英語のリスニング
能力やスピーキング能力が上がり、かつ中
国語も学べて一石二鳥だと考えました。
　英語圏への長期留学は費用もかなりかか
ります。比較的安い中国語圏の留学であ
れば、費用を抑えられることも大きな理由で
した。大学の制度を利用すれば奨学金も
受給できます。何より、同じ専攻の人に差
を付けたいという想いもあって、大連理工大
学への留学を決意しました。

語学力だけでなく、様々なスキルが得られ
た留学
　大連理工大学のクラスには様々な国籍

の学生がおり、日本人は1、2人しかいません。
さらに授業は全て中国語です。はじめは右も
左も分からず、ついて行くために必死に勉強し
ました。必然と語学力はかなり上がります。そ
れだけでなく、現地の留学生社団（ボラン
ティア活動や交流会イベントを毎月開催して
いる団体）に所属し、勉強に支障がない範
囲で活動に参加しました。その成果もあって、
語学力以外にも、現地での対応力、コミュニ
ケーション能力などが身につきました。
　クラス内では様々な国籍の学生がいました。
異文化交流を通じて、相手を尊重することの
大切さや、自分の意見を持ちしっかりと発信
する力などが得られたと思います。比較的年
齢が低いクラスだったので、みんなが意気投合
するまで早かったです。しかし食事や政治の文
化にはやはり意見の違いは見られました。それ
をお互い理解し合うことで、今でも（帰国後
2年経った現在でも）連絡を取り合うぐらい
深い仲になれたと思っています。

「自分に厳しく」が留学成功のカギ
あきらめず最後まで頑張って
　授業に関しては、多少授業の難易度が
高くてもクラスのレベルを下げないことをお勧
めします。授業について行くのが少し厳しい
ぐらいの方が真剣に勉強することができます。
「自分に厳しく」すれば語学力はかなり飛
躍します。
　生活では、食事の合う合わないはかなり
あると思います。日本食が好きな人は絶対
食べたくなるので持って行きましょう。他は
現地調達できるので、そこまで心配はいら
ないと思います。
　これから留学に行く方は、失敗もたくさん
するとは思いますが、諦めず最後まで頑
張ってください。絶対に忘れられない大切な
思い出が出来ると思います。留学に行くこ
とに賛成してくれた両親、現地で知り合った
友人、本当にたくさんの人に感謝していま
す。私の留学は一言で言うと、「豊富過ぎ
る経験ができた留学」です。ありがとうござい
ました。

Dalian University of Technology
in China

亀竹 哲矢
GC学部

留学期間

2019年2月～

2019年7月

亀竹さん

STUDY ABROAD2022 ·
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〔授業〕 MON TUE WED THU FRI SAT SUN

AM 〔Core Class〕
英語の授業

〔Core・Seminar
Class〕

文化を学ぶ授業
〔Core Class〕 〔Core・Seminar

Class〕
〔Core Class〕

　現地のサッカー
チームに参加

PM
ジムで筋トレ
学校で自習

図書館で勉強 買い物 ジムで筋トレ
図書館で勉強

カフェで課題と予習 ホストファミリーと
過ごす

NIGHT 家でリフレッシュ 英会話イベントに参加 英会話イベントに参加 英会話イベントに参加 英会話イベントに参加 友だちとご飯 家でゆっくり過ごす

友人と外出
　旅行に出かけた街を

散策しました

SCHOOLDAY HOLIDAY

4センパイの
声を聞いて

み
よ
う 派遣留学（語学）

ヨーク大学　カナダ

York University
in Canada

田中 雄大
経営学部

留学期間

2019年3月～

2019年8月

田中さん

もっと自分の英語を世界に通じるものにし
たい
 　「大学では、何か一つのことに全力を尽くし
たい！」という思いから、自身が一番苦手とし
ていた英語学習に力を入れて学生生活を過
ごしていました。日々の英語の授業でも積極
的に先生に質問したり、外国人旅行者が多
く訪れるホテルでのアルバイトや、い~ぷらに
毎週参加したりするなど、英語に触れる機会
を増やすように心がけていました。しかし、日
本での英語学習には限界を感じており、やる
せない思いがありました。学生のうちにより深く、
国籍の違う人たちとの関係や見聞を広げた
い、もっと自分の英語を世界に通じるものに
したいと思っていた時に大学にも多数の留学
支援プログラムがあることを知り、国際交流セ
ンターに足を運びました。センターで自分の理
想とする留学期間や語学要件、治安や費
用面など、一致する留学先をたくさん提示し
てもらい、具体的な学習ビジョンが見えたため、
留学を決意しました。

学生への支援が手厚いヨーク大学　
　カナダは多国籍国家で色々な国出身の
方々と多く関わることができる国です。ヨーク
大学は様々な留学生・現地生と関わる授
業や、色々な観光名所を訪問できるツアー
など、学生に対しての支援が厚い学校です。
学内にフードコートや売店なども併設されて
いるため、大学施設内で生活が完結してし
まうほど環境に恵まれています。これから留学
に行く人は、このような施設もうまく使って、時
にはリフレッシュもしてください。自分を追い込
みすぎてはかえって逆効果です。「自然体」で
勉強することこそが、一番早く語学力を身に
つける近道だと私は思っています。

大切なことは自分から挑戦すること
沢山の発見を吸収して欲しい
　留学中は、日本とは違う環境・文化で生
活しにくい時期もありました。中でも本当に苦
労した点は、現地で自分を支えてくれる友達
作りです。最初の一ヶ月は言葉の壁もあり、
早く日本に帰りたくて仕方がありませんでした。
ですが、そこであきらめずに現地の英会話イ
ベントへ毎日参加しました。ネイティブスピー
カーと交流し、実践的な英会話に挑戦したこ
とでカナダだけではなく、他の国から来た留学
生の友達も作ることができました。友達が増
えると必然的に日本に帰りたくなくなりました
し、何よりカナダ以外の国の文化なども知るこ
とができたので、とても良い経験になったと思っ
ています。
　休日は、トロントの立地の良さを生かして、
アメリカ・ニューヨークへの一人旅や、アメリカ・
ロサンゼルス／ラスベガスへの旅行など、多く
の都市へと足を運びました。留学で培った語

学力の腕試しとして、交通機関の経路を道
ゆく人に尋ねたり、おすすめのお店などを質問
してみました。スマホを使わずに旅行してみた
のも良い思い出です。この一人旅から、留学
前までは到底考えられないほどの行動力や
自信もつきました。
　留学をしたら、自分から何事にも挑戦して
みてください、発見が沢山あります。その瞬間
をしっかりと吸収してください。留学に行けば
自動的に語学力が向上するわけではありま
せん。知らない土地で自分で考え、第一歩
を踏み出して初めて、語学力や知見を養うこ
とができると思います。私は留学に行ったこと
で、自信を持って楽しく英会話をできるように
なりました。なにより全てのことにおいて、「自
分から行動しないと能力の向上や新しい発
見はできない」ということを学ぶことができまし
た。これからも、与えられた環境だけで満足す
ることなく、できる限りの挑戦をしていきたいと
思っています。
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〔授業〕 MON TUE WED THU FRI SAT SUN

AM 〔Core Class〕
英語の授業

〔Core・Seminar
Class〕

文化を学ぶ授業
〔Core Class〕 〔Core・Seminar

Class〕
〔Core Class〕

　現地のサッカー
チームに参加

PM
ジムで筋トレ
学校で自習

図書館で勉強 買い物 ジムで筋トレ
図書館で勉強

カフェで課題と予習 ホストファミリーと
過ごす

NIGHT 家でリフレッシュ 英会話イベントに参加 英会話イベントに参加 英会話イベントに参加 英会話イベントに参加 友だちとご飯 家でゆっくり過ごす

友人と外出
　旅行に出かけた街を

散策しました

SCHOOLDAY HOLIDAY

4センパイの
声を聞いて

み
よ
う 派遣留学（語学）

ヨーク大学　カナダ

York University
in Canada

田中 雄大
経営学部

留学期間

2019年3月～

2019年8月

田中さん

もっと自分の英語を世界に通じるものにし
たい
 　「大学では、何か一つのことに全力を尽くし
たい！」という思いから、自身が一番苦手とし
ていた英語学習に力を入れて学生生活を過
ごしていました。日々の英語の授業でも積極
的に先生に質問したり、外国人旅行者が多
く訪れるホテルでのアルバイトや、い~ぷらに
毎週参加したりするなど、英語に触れる機会
を増やすように心がけていました。しかし、日
本での英語学習には限界を感じており、やる
せない思いがありました。学生のうちにより深く、
国籍の違う人たちとの関係や見聞を広げた
い、もっと自分の英語を世界に通じるものに
したいと思っていた時に大学にも多数の留学
支援プログラムがあることを知り、国際交流セ
ンターに足を運びました。センターで自分の理
想とする留学期間や語学要件、治安や費
用面など、一致する留学先をたくさん提示し
てもらい、具体的な学習ビジョンが見えたため、
留学を決意しました。

学生への支援が手厚いヨーク大学　
　カナダは多国籍国家で色々な国出身の
方々と多く関わることができる国です。ヨーク
大学は様々な留学生・現地生と関わる授
業や、色々な観光名所を訪問できるツアー
など、学生に対しての支援が厚い学校です。
学内にフードコートや売店なども併設されて
いるため、大学施設内で生活が完結してし
まうほど環境に恵まれています。これから留学
に行く人は、このような施設もうまく使って、時
にはリフレッシュもしてください。自分を追い込
みすぎてはかえって逆効果です。「自然体」で
勉強することこそが、一番早く語学力を身に
つける近道だと私は思っています。

大切なことは自分から挑戦すること
沢山の発見を吸収して欲しい
　留学中は、日本とは違う環境・文化で生
活しにくい時期もありました。中でも本当に苦
労した点は、現地で自分を支えてくれる友達
作りです。最初の一ヶ月は言葉の壁もあり、
早く日本に帰りたくて仕方がありませんでした。
ですが、そこであきらめずに現地の英会話イ
ベントへ毎日参加しました。ネイティブスピー
カーと交流し、実践的な英会話に挑戦したこ
とでカナダだけではなく、他の国から来た留学
生の友達も作ることができました。友達が増
えると必然的に日本に帰りたくなくなりました
し、何よりカナダ以外の国の文化なども知るこ
とができたので、とても良い経験になったと思っ
ています。
　休日は、トロントの立地の良さを生かして、
アメリカ・ニューヨークへの一人旅や、アメリカ・
ロサンゼルス／ラスベガスへの旅行など、多く
の都市へと足を運びました。留学で培った語

学力の腕試しとして、交通機関の経路を道
ゆく人に尋ねたり、おすすめのお店などを質問
してみました。スマホを使わずに旅行してみた
のも良い思い出です。この一人旅から、留学
前までは到底考えられないほどの行動力や
自信もつきました。
　留学をしたら、自分から何事にも挑戦して
みてください、発見が沢山あります。その瞬間
をしっかりと吸収してください。留学に行けば
自動的に語学力が向上するわけではありま
せん。知らない土地で自分で考え、第一歩
を踏み出して初めて、語学力や知見を養うこ
とができると思います。私は留学に行ったこと
で、自信を持って楽しく英会話をできるように
なりました。なにより全てのことにおいて、「自
分から行動しないと能力の向上や新しい発
見はできない」ということを学ぶことができまし
た。これからも、与えられた環境だけで満足す
ることなく、できる限りの挑戦をしていきたいと
思っています。
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EMBA
Business School
in France

鈴木 翔吾
人文学部

留学期間

2020年2月～3月

鈴木さん

セ
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パ

イ
の声
を聞いて

み
よ
う5

憧れだった海外で生活するチャンス
盛りだくさんだったフランス研修
　私は中学3年生くらいからスポーツをきっか
けに海外に興味を持ちはじめました。学年が
上がるたびに日本とは異なる文化や街並み
を肌で感じ生活してみたい、外の世界を知り
たいという思いが強くなっていきました。国際
交流センターからの案内でエンバビジネスス

クール春期研修のこ
とを知り、すぐに申し
込みをしました。フラ
ンスという場所にも
惹かれましたし、海
外で約1ヶ月生活で
きるチャンスだと思い
ました。研修では初
級のフランス語講座
の他、英語でブル
ターニュ地方の文化
や音楽を学びます。
授業の他にも近隣
の美術館や工場の
見学、ダンス講座な
どアクティビティがたく
さんありました。
　スクールがあるカン
ペールは比較的田
舎で、とてもゆっくりと
した時間が流れてい
ます。そのせいか、
体感時間もゆっくり
に感じられて1日がと
ても充実していると

思えるような素敵な場所です。お店がたくさ
んあるので買い物にも便利で楽しめます。ケ
バブを食べられるお店が何軒かあるのですが、
どこも美味しくてお腹いっぱい食べることがで
きます。私はこの研修で初めてケバブを食べ
て、大好きになりました。また、世界各国から
来ている学生や、優しい先生たち、カンペー
ルでの出会いは素晴らしいものでした。一緒

に生活しながら困った時は助け合い、授業
も放課後も充実して過ごすことができました。

海外での経験がくれた予期せぬことにも対
処できる力
　私が研修に行った時期は新型コロナウイル
ス感染症が流行し始めた時で、研修途中
で緊急帰国しなければなりませんでした。ま
た、言葉が通じないことからおこるトラブルな
どもありましたが、受け入れて前に進まないと
いけませんでした。この経験を通じて、予期
しない事態を受け入れ慌てず対処できるよ
うになりました。日本語以外の言語を話した
り聞き取ることは得意ではないけれど、気持
ちを理解してもらえるように考えながら現地の
人と接することで、自分の気持ちの伝え方が
うまくなったと思います。
　研修途中で帰国しましたが、「行ってよかっ
た」と声を大にして言いたいです。日本で生
活している時の何倍も楽しくて、日々新しい
発見がありました。コミュニケーションを取るた
めにその国の言葉や文化について学ばない
といけないので常に自分が成長している実
感がありました。現地の人はもちろん、日本
や他の国の新たな友達との出会いもありまし
た。出会いは自分の人生をより面白くしてく
れます。毎日に刺激を与えてくれる海外生
活、素晴らしい人たちとの出会い、これらを
経験できたことは自分にとってたくさんのプラ
スになりました。このような素晴らしい経験を
どんどん自分の人生の中で増やしていきたい
と思います。

春期短期研修
エンバビジネススクール　フランス

〔授業〕 MON TUE WED THU FRI

week 1 カンペール到着 〔フランス語・工場見学〕 〔テーブルマナー講座〕 〔ポン＝タヴァン小旅行〕 〔ダンス講座・グループワーク〕

week 2 〔ブルターニュ地方講義〕 〔ブルターニュ地方講義〕 〔美術館訪問〕 〔フランス語〕 〔グループワーク〕

week 3 〔フランス料理講義〕 〔フランス語〕 〔ロクロナン村小旅行〕 〔フランス文化講義〕 〔グループワーク〕

week 4 〔ブルターニュ地方講義〕 〔フランス語〕 〔フランス教育講義〕 〔フランス文化講義〕 帰国
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Griffith University in Australia

夏期短期研修

ジョン・アボット・カレッジ（JAC）カナダ

夏期短期研修

グリフィス大学 オーストラリア

鈴木 宏政
経済学部

留学期間

2019年8月～9月

John Abbott College (JAC)
in Canada

吉川 竜平
経済学部

留学期間

2019年8月～9月

セ
ン
パ

イ
の声
を聞いて

み
よ
う

セ
ン
パ

イ
の声
を聞いて

み
よ
う

吉川さん

鈴木さん

6

7

言葉の壁は超えられる
　私はカナダで過ごした24日間を通して、二
つのことを深く感じ、学ぶことができました。　
一つ目は、難しい単語やイディオムを使用し
なくとも少しの単語力と一歩踏み出す気持
ちがあれば、言葉の壁は超えられるということ
です。私たち日本人は性格上、会話をする

英語を話すことの楽しさを発見できた
　僕はこの研修に参加し、英語のスキル面で
も人間性の部分でも成長できたと感じていま
す。海外で受ける初めての授業は、先生が
言っていることの半分も理解できませんでした。
そして、先生だけでなく周りの生徒も英語で
積極的に発言していて、すごく劣等感を感じ
ました。分かっていたことだけど最初から最後
まで英語しか話さない授業で、耳と頭が全く
ついていけませんでした。その上、家に帰って
もずっと英語での会話で、今までにないぐらい
脳が疲れた気がします。
　しかし、それは最初の2、3日だけで、耳が
慣れてくると先生が授業で喋っている内容が
分かるようになり、周りの生徒も文法がめちゃ
くちゃなことに気がつきました。そして、耳が慣
れてくるとどんどん英語を使ってみたいという気
持ちが湧き、ホストファミリーとの会話も増えて

時に考えすぎたり声が小さくなってしまうことが
あります。そのため、会話が途切れてしまった
り、聞き取ってもらえなかったり、英語で話す
ことの楽しさが薄れてしまうと感じることがあり
ました。そこで、何とか自分の言いたいことが
伝わるように、わからない単語があれば他の
言い方で伝えたり、身振り手振りを用いて会

話が途切れないように工夫しました。また、
JACのボランティア学生と積極的に行動を共
にしたことで、さらに会話の楽しさを知り英語
で話す自信を持つことができました。
　二つ目は、たとえ国は違っても世界はアニ
メ文化でつながっている部分があるということ
です。この短期研修に参加することを決めた
とき、日本のアニメ情報を英語で伝えるとい
うことを目標の一つとしていました。そして、そ
の目標を達成することができました。アニメと
いう共通の趣味を通して心から語り合える
友人ができ、その友人のお陰で、カナダ最大
級のオタクの祭典にも参加することができまし
た。そこでは予想を遥かに超える人々の熱
狂ぶりに驚き、日本文化のすばらしさを改め
て感じることができました。
　今後は、海外研修に興味を持っている後
輩に、一歩を踏み出すことでコミュニケーショ
ンが一気に簡単になり、いかに楽しいかという
ことを伝える活動をしたいと考えています。

いきました。つらいと感じる環境に自分がいる
時、考え方を変えてどこかに面白さを見つけ
る、すると心と体が軽くなりなんでも吸収でき
るように感じて、これが学ぶということかと思い
ました。今回の研修で気づかされたのは英語

を話すことの楽しさです。とにかく喋ってみる、
これがすごく大切だと思いました。僕は大学
にいる間にもっといろいろな場所に留学したい
と考えています。そのために、これからも実践
的な英語の学習を続けていきたいと思います。
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01 説明会に参加
掲示板や大学HPで自分の興味のある留学プログラムの説明会日時を確認し、参加しましょう。説明会に参加
できなかった場合は国際交流センターでも随時留学相談を行っていますのでお気軽にお越しください。

02　申込
留学プログラムにより申込期間は異なります。期間中に申込書類を国際交流センターへ提出してください。
申込書等は大学HPの国際交流・長期留学のページからのダウンロード、または各キャンパスの窓口で入手できます。

03　学内選考
申込受付後、筆記・面接試験を行います。選考に合格後、学内の承認を経て派遣留学生に決定します。
但し、期限までに留学に必要な語学要件を満たす必要があります。　

04　事前オリエンテーション
事前オリエンテーションでは、留学までのスケジュール、準備や危機管理についてなど重要な説明を行いますので必ず出席
してください。

05　渡航・査証申請手続き
パスポート、査証（ビザ）の取得が必要です。パスポートを所有していても、残存期間が不十分なものは、更新する必要
があります。また、査証（ビザ）の申請も必要となります。必要書類を揃えて早めに手続きを行いましょう。

06　海外旅行保険への加入
渡航中の病気、怪我、携行品の盗難、紛失時に備えるため必ず加入してください。未加入の場合、これらで発生した費
用は全て自己負担となります。
本学では、留学する際、必ず海外旅行保険に加入することを義務付けています。

07　渡航前
渡航前に必要な提出物等は各自で確認をして、不備のないようにしましょう。また、家族と連絡が取れるように留学中の
連絡先や帰国便等の情報は伝えておくようにしてください。なお、「海外旅行保険証書」のコピーと「パスポート」のコピーは
必ず出発前に大学に提出し、家族の方にも渡してください。

08 留学中
各種報告書を国際交流センターへ提出してください。

09 帰国後　単位認定
留学先で修得した科目は、合計60単位を超えない範囲で、本学において単位認定の申請が出来ます。

長期留学までのロードマップ

STUDY ABROAD202207

Road Map/Language test

派遣先の大学の学部専門科目を履修します。

前半期に派遣先大学の語学教育施設で語学を集中的に、後半期に学部専門科目を履修
または派遣先大学が開講する語学授業・語学施設での語学学習と並行して学部専門科目を履修する
プログラムです。

派遣先大学の語学教育施設で語学を集中的に学習します。

英語圏への留学に有効な英語力証明試験。イギリス、オーストラリア、カナダ、ニュージーランドのほぼ全て
の高等教育機関で認められており、アメリカでもTOEFLに代わる試験として採用する教育機関が多い。英
語力証明のグローバルスタンダードテスト。
☆英国ビザを取得するためにはBritish Councilが主催する「IELTS　for UKVI」のスコアが必要です。

□日本英語検定協会　IELTS事務所　　　　　　　□British Council
http://www.eiken.or.jp/ielts/　　　  　　　　　　　https://www.britishcouncil.jp/exam/ielts

英語を母国語としない人々の英語力を測るテスト。主に大学の授業やキャンパス内等の、留学中のコミュ
ニケーションに特化した内容。「読む」「聞く」「話す」「書く」の4つの技能を総合的に測定する。

□ETS（Educational Testing Service）
https://www.ets.org/jp/toefl

日本人向けの中国語検定試験。問題は日本語で出題される。試験の特徴として通訳・翻訳能力を問う
傾向が強く、日本企業での活躍を目指す学習者向けとなっている。

□日本中国語検定協会
http://www.chuken.gr.jp/

中国語能力の公的証明として通用する資格。全世界118カ国と地域で実施されている。試験の内容は
中国語を用いたコミュニケーション能力の測定に特化しており、より実用的な中国語能力の測定が可能。
筆記は1級から6級、口頭試験は初、中、高級がある。

□HSK　日本実施委員会
http://www.hskj.jp/

日本人向けに行われる民間の検定試験。TOPIKと並んで、韓国への留学、大学進学、就職などする時
の語学力の評価基準となっている。

□ハングル能力検定協会
http://www.hangul.or.jp/

大韓民国政府が認定・実施する唯一の韓国語試験。韓国語の普及や、留学・就職等の活用などを目
的に、世界70カ国以上で実施されている。リーディングとリスニングで構成され、6つのレベルに分けられる。

□韓国教育財団
https://www.kref.or.jp/examination

交換留学制度

英
語

中
国
語

韓
国
語

語学＋学部留学

学部留学

派遣留学制度

語学留学

本学に在籍しながら半年または1年間、協定校に留学する制度です。
交換留学協定により、留学先大学への学費納入は必要ありません。更に、一定の条件を満たせば、交換留学奨学金の受給が可能です。※
また、留学先で修得した単位は、本学の単位として認定を申請することができます。

本学に在籍しながら半年または1年間、協定校に留学する制度です。
本学の学費及び留学先大学への学費納入が必要です。但し、一定の条件を満たせば派遣留学奨学金の受給が可能です。※
また、留学先で修得した単位は、本学の単位として認定を申請することができます。

漢語水平試験

韓国語能力試験

留学制度

留学プログラム

留学に必要な語学試験

※ 詳細は19ページ

※ 詳細は19ページ

Road Map/Language test
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派遣先の大学の学部専門科目を履修します。

前半期に派遣先大学の語学教育施設で語学を集中的に、後半期に学部専門科目を履修
または派遣先大学が開講する語学授業・語学施設での語学学習と並行して学部専門科目を履修する
プログラムです。

派遣先大学の語学教育施設で語学を集中的に学習します。

英語圏への留学に有効な英語力証明試験。イギリス、オーストラリア、カナダ、ニュージーランドのほぼ全て
の高等教育機関で認められており、アメリカでもTOEFLに代わる試験として採用する教育機関が多い。英
語力証明のグローバルスタンダードテスト。
☆英国ビザを取得するためにはBritish Councilが主催する「IELTS　for UKVI」のスコアが必要です。

□日本英語検定協会　IELTS事務所　　　　　　　□British Council
http://www.eiken.or.jp/ielts/　　　  　　　　　　　https://www.britishcouncil.jp/exam/ielts

英語を母国語としない人々の英語力を測るテスト。主に大学の授業やキャンパス内等の、留学中のコミュ
ニケーションに特化した内容。「読む」「聞く」「話す」「書く」の4つの技能を総合的に測定する。

□ETS（Educational Testing Service）
https://www.ets.org/jp/toefl

日本人向けの中国語検定試験。問題は日本語で出題される。試験の特徴として通訳・翻訳能力を問う
傾向が強く、日本企業での活躍を目指す学習者向けとなっている。

□日本中国語検定協会
http://www.chuken.gr.jp/

中国語能力の公的証明として通用する資格。全世界118カ国と地域で実施されている。試験の内容は
中国語を用いたコミュニケーション能力の測定に特化しており、より実用的な中国語能力の測定が可能。
筆記は1級から6級、口頭試験は初、中、高級がある。

□HSK　日本実施委員会
http://www.hskj.jp/

日本人向けに行われる民間の検定試験。TOPIKと並んで、韓国への留学、大学進学、就職などする時
の語学力の評価基準となっている。

□ハングル能力検定協会
http://www.hangul.or.jp/

大韓民国政府が認定・実施する唯一の韓国語試験。韓国語の普及や、留学・就職等の活用などを目
的に、世界70カ国以上で実施されている。リーディングとリスニングで構成され、6つのレベルに分けられる。

□韓国教育財団
https://www.kref.or.jp/examination

交換留学制度

英
語

中
国
語

韓
国
語

語学＋学部留学

学部留学

派遣留学制度

語学留学

本学に在籍しながら半年または1年間、協定校に留学する制度です。
交換留学協定により、留学先大学への学費納入は必要ありません。更に、一定の条件を満たせば、交換留学奨学金の受給が可能です。※
また、留学先で修得した単位は、本学の単位として認定を申請することができます。

本学に在籍しながら半年または1年間、協定校に留学する制度です。
本学の学費及び留学先大学への学費納入が必要です。但し、一定の条件を満たせば派遣留学奨学金の受給が可能です。※
また、留学先で修得した単位は、本学の単位として認定を申請することができます。

漢語水平試験

韓国語能力試験

留学制度

留学プログラム

留学に必要な語学試験

※ 詳細は19ページ

※ 詳細は19ページ

Road Map/Language test
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長期留学プログラムスケジュール（英語/フランス語）

英語圏

語学 学部

ー A 1年

B A 1年

B ー 半期

ー B 1年

B B 1年

B ー 半期

ー B 1年

B B 1年

B ー 半期

ー B 1年

B B 1年

B ー 半期

ヨーク大学 カナダ　
オンタリオ州
トロント

B ー 半期

語学 学部

エンバビジネス
スクール

フランス
カンペール

A A 半期

※　　上記のプログラムは変更・中止となる場合があります。

フランス語／英語

大学名 国名・地域 プログラム 期間

アメリカ
ミシシッピ州
オックスフォード

ソノマ州立大学 アメリカ
カリフォルニア州
ローナートパーク

大学名 国名・地域

ミシシッピ大学

プログラム 期間

リーズ大学 イギリス
西ヨークシャー州
リーズ

サザンクロス大学 オーストラリア
ニューサウスウェールズ州
リズモア/
クイーンズランド州
ゴールドコースト

A :交換留学制度 B :派遣留学制度

出発 帰国

出発 帰国

B ー 半期

10月

10月

4月

5月

10月

5月

10月

10月

4月

4月

10月

10月

5月

10月

10月

12月

12月

5月

7月上旬

12月

7月上旬

12月

12月

5月

5月

12月

12月

7月上旬

12月

12月

説明会予定

説明会予定

選考予定

選考予定

2024年6月

2024年6月

2023年3月

2023年10月

2024年6月

2023年8月

2024年5月

2024年5月

2022年12月

2024年5月

2024年5月

2022年12月

2023年8月

2023年12月

2024年2月

2023年8月

2022年8月

2023年3月

2023年9月

2023年9月

2023年9月

2023年10月

2022年10月

2023年2月

2023年9月

2023年2月

2023年8月

2023年8月

2022年8月

2023年8月

STUDY ABROAD202209

program schedule

・IELTS for UKVI 6.0以上（各セクション 5.5以上）

・IELTS for UKVI 5.5以上（ライティング以外の1セクションのみ 5.0可）

・IELTS 4.0以上　・TOEFL iBT 45点以上　・TOEIC 500点以上　・実用英語技能検定 準2級以上

・IELTS 6.0以上(各セクション 5.5以上)

・IELTS 4.5以上(各セクション 4.0以上)

・IELTS 4.0以上　・TOEFL iBT 45点以上　・TOEIC 500点以上　・実用英語技能検定 準2級以上

・IELTS 6.0以上　・TOEFL iBT 79点以上 ※ 米式GPA 3.0以上の者

・IELTS 5.5以上　・TOEFL iBT 69点以上 ※ 米式GPA 3.0以上の者

・IELTS 4.0以上　・TOEFL iBT 45点以上　・TOEIC 500点以上　・実用英語技能検定 準2級以上

・IELTS 6.0以上（各セクション 5.5以上）　・TOEFL iBT 61点以上

・IELTS 5.0以上（各セクション 4.5以上）・TOEFL iBT 50点以上 ・TOEIC 500点以上
(派遣前にTOEFL iBT 56点以上、もしくはIELTS 5.5以上であることが望ましい)

・IELTS 4.0以上　・TOEFL iBT 45点以上　・TOEIC 500点以上　・実用英語技能検定 準2級以上

・IELTS 4.0以上　・TOEFL iBT 45点以上　・TOEIC 500点以上　・実用英語技能検定 準2級以上

・1・２年次コース：IELTS 4.0以上　・TOEIC 500点以上
・３年次コース：IELTS 5.5以上　・TOEIC 600点以上 ※国際貿易を専門的に学んだことを証明する成績表の提出が必須

※募集についての最新情報は大学HPでお知らせしますのでご確認ください。

①

①or③

⑤

③ 2022年12月

⑤

⑤ 2022年12月

③

③

⑤

③

④

⑤

⑤

⑤

①

奨学金☆ 奨学金
申請期日★

奨学金☆ 奨学金
申請期日★

語学要件等(各行内のいずれかを満たす必要があります。）

語学要件等(各行内のいずれかを満たす必要があります。）

③第1種派遣留学奨学金　④第2種派遣留学奨学金　⑤第3種派遣留学奨学金
保有する語学スコア・成績によっては必ずしも上記の通りではありません。

☆留学奨学金（基本の申請対象）★留学条件を満たしたうえでの期日です
①第1種交換留学奨学金　②第2種交換留学奨学金

さらに上位の奨学金を申請できる場合があります。制度の詳細は19ページを確認してください。

2023年6月

2023年7月

2022年7月

2023年7月

2023年6月

2023年6月

2022年6月

2023年6月

2023年6月

2022年6月

2023年2月

2023年8月

2023年6月
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・IELTS for UKVI 6.0以上（各セクション 5.5以上）

・IELTS for UKVI 5.5以上（ライティング以外の1セクションのみ 5.0可）

・IELTS 4.0以上　・TOEFL iBT 45点以上　・TOEIC 500点以上　・実用英語技能検定 準2級以上

・IELTS 6.0以上(各セクション 5.5以上)

・IELTS 4.5以上(各セクション 4.0以上)

・IELTS 4.0以上　・TOEFL iBT 45点以上　・TOEIC 500点以上　・実用英語技能検定 準2級以上

・IELTS 6.0以上　・TOEFL iBT 79点以上 ※ 米式GPA 3.0以上の者

・IELTS 5.5以上　・TOEFL iBT 69点以上 ※ 米式GPA 3.0以上の者

・IELTS 4.0以上　・TOEFL iBT 45点以上　・TOEIC 500点以上　・実用英語技能検定 準2級以上

・IELTS 6.0以上（各セクション 5.5以上）　・TOEFL iBT 61点以上

・IELTS 5.0以上（各セクション 4.5以上）・TOEFL iBT 50点以上 ・TOEIC 500点以上
(派遣前にTOEFL iBT 56点以上、もしくはIELTS 5.5以上であることが望ましい)

・IELTS 4.0以上　・TOEFL iBT 45点以上　・TOEIC 500点以上　・実用英語技能検定 準2級以上

・IELTS 4.0以上　・TOEFL iBT 45点以上　・TOEIC 500点以上　・実用英語技能検定 準2級以上

・1・２年次コース：IELTS 4.0以上　・TOEIC 500点以上
・３年次コース：IELTS 5.5以上　・TOEIC 600点以上 ※国際貿易を専門的に学んだことを証明する成績表の提出が必須

※募集についての最新情報は大学HPでお知らせしますのでご確認ください。

①

①or③

⑤

③ 2022年12月

⑤

⑤ 2022年12月

③

③

⑤

③

④

⑤

⑤

⑤

①

奨学金☆ 奨学金
申請期日★

奨学金☆ 奨学金
申請期日★

語学要件等(各行内のいずれかを満たす必要があります。）

語学要件等(各行内のいずれかを満たす必要があります。）

③第1種派遣留学奨学金　④第2種派遣留学奨学金　⑤第3種派遣留学奨学金
保有する語学スコア・成績によっては必ずしも上記の通りではありません。

☆留学奨学金（基本の申請対象）★留学条件を満たしたうえでの期日です
①第1種交換留学奨学金　②第2種交換留学奨学金

さらに上位の奨学金を申請できる場合があります。制度の詳細は19ページを確認してください。

2023年6月

2023年7月

2022年7月

2023年7月

2023年6月

2023年6月

2022年6月

2023年6月

2023年6月

2022年6月

2023年2月

2023年8月

2023年6月
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中国語圏
語学 学部

A ー 1年

A ー 半期

A ー 1年

東北師範大学 中国　長春 ー A 1年

B ー 1年

B ー 半期

B ー 1年

韓国語圏
語学 学部

A A 1年

A A

A A

A A 半期

A A 1年

A A 1年

A A 半期

A A 半期

A※4 A 1年

A※4 A 1年

A※4 A 半期

A※4 A 半期

A A 1年

A ー 半期

※　　上記のプログラムは変更・中止となる場合があります。
※1　応募者数が募集人数に満たない場合は、再募集を行う場合があります。
※2　大学院生は交換・派遣留学奨学金の出願者の対象ではありません。
※3　前期の募集で定員が満たされた場合、後期の募集は行いません。
※4　単位の認定はありません。

A :交換留学制度 B :派遣留学制度

出発

朝鮮大学校 韓国　
光州（クアンジュ）

祥明大学校
※3

韓国　ソウル/
天安（チョナン）

大学名 国名・地域 プログラム 期間

大連理工大学
※1

中国　大連

プログラム 期間

東亜大学校 韓国　
釜山（プサン）ほか

南開大学
※1

中国　天津

大学名 国名・地域

韓国航空大学校 韓国　
高陽（コヤン）

長期留学プログラムスケジュール（中国語/韓国語）

5月 7月上旬

5月 7月上旬

A ー 1年

A ー 半期

長榮大学 台湾　台南 10月 12月

10月 12月

10月 12月

A ー 半期 10月 12月

4月 5月上旬

5月 7月上旬

5月 7月上旬

10月 12月

B ー 半期 10月 12月

5月 7月上旬

10月 12月

5月 7月上旬

10月 12月

5月 7月上旬

10月 12月

5月 7月上旬

10月 12月

5月 7月上旬

10月 12月

5月 7月上旬

10月 12月

説明会予定 選考予定

説明会予定 選考予定

2023年2月

2023年2月

2023年9月

2022年8月

2023年2月

2023年2月

2023年9月

2023年2月

2023年8月

2023年2月

2023年8月

2023年2月

2023年8月

2023年2月

2023年8月

2023年2月

2023年8月

2023年2月

2023年8月

出発

2023年9月

2023年9月

2023年9月

2023年9月

2024年1月

2023年7月

2024年8月

2023年7月

2024年1月

2023年7月

2024年8月

2024年1月

2024年1月

2024年1月

2024年7月

2023年7月

2024年1月

2024年1月

2024年7月

2023年7月

2024年1月

2024年1月

2024年1月

帰国

帰国

2024年8月

2024年1月

2024年1月

2024年1月

半期 5月 7月上旬 2023年2月 2023年7月

1年 10月 12月 2023年8月 2024年7月

A A 1年 10月 12月 2023年8月 2024年7月

A ー 半期 5月 7月上旬 2023年2月 2023年7月
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②

②

②

②

②

②

①

④

④

④

④

①or②

①or②

①or②

①or②

①or②

①or②

①or②

①or②

①or②

①or②

①

②

奨学金☆ 奨学金
申請期日★

奨学金☆ 奨学金
申請期日★

・学部生はHSK 5級以上、大学院生（※2）はHSK 6級以上　または、中国語圏への留学経験（通年）を有する者

・韓国語能力試験（TOPIK）3級以上、かつ GPA 2.0以上の者

・GPA 2.0以上の者 ※ 語学能力は問わない

・中国語検定試験 4級、またはHSK 4級　・左記と同等以上の中国語能力を有する者
※本学修得科目の評価がB平均、またはそれ以上の成績を有する者

・韓国語能力試験（TOPIK）3級以上 もしくは、TOIEC 600点以上（英語開講科目を選択可能なため）

・韓国語能力試験（TOPIK）2級以上、ハングル能力検定 5級 または 4級以上

・韓国語能力試験（TOPIK）2級以上、ハングル能力検定 5級 または 4級以上

・本学が開講する中国語初級Ⅰ及びⅡの評価がSまたはA評価である者
・中国語検定試験4級以上の資格を有する者
※本学取得科目の評価がB平均、またはそれ以上の成績を有する者

語学要件等(各行内のいずれかを満たす必要があります。）

語学要件等(各行内のいずれかを満たす必要があります。）

・中国語検定試験4級、またはHSK 4級　・左記と同等以上の中国語能力を有する者
※本学取得科目の評価がB平均、またはそれ以上の成績を有する者

☆留学奨学金（基本の申請対象）★留学条件を満たしたうえでの期日です
①第1種交換留学奨学金　②第2種交換留学奨学金
③第1種派遣留学奨学金　④第2種派遣留学奨学金　⑤第3種派遣留学奨学金

保有する語学スコア・成績によっては必ずしも上記の通りではありません。
さらに上位の奨学金を申請できる場合があります。制度の詳細は19ページを確認してください。

※募集についての最新情報は大学HPでお知らせしますのでご確認ください。

2022年12月

2022年12月

2022年12月

2022年12月

2022年12月

①or② 2022年12月

2022年12月

2022年12月

2022年12月

2022年12月

2022年12月

2023年6月

2023年6月

2023年6月

2023年6月

2022年6月

2023年6月

2023年6月

①or② 2023年6月

2023年6月

2023年6月

2023年6月

2023年6月

2023年6月

2023年6月

② 2022年12月

① 2023年6月
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②

②

②

②

②

②

①

④

④

④

④

①or②

①or②

①or②

①or②

①or②

①or②

①or②

①or②

①or②

①or②

①

②

奨学金☆ 奨学金
申請期日★

奨学金☆ 奨学金
申請期日★

・学部生はHSK 5級以上、大学院生（※2）はHSK 6級以上　または、中国語圏への留学経験（通年）を有する者

・韓国語能力試験（TOPIK）3級以上、かつ GPA 2.0以上の者

・GPA 2.0以上の者 ※ 語学能力は問わない

・中国語検定試験 4級、またはHSK 4級　・左記と同等以上の中国語能力を有する者
※本学修得科目の評価がB平均、またはそれ以上の成績を有する者

・韓国語能力試験（TOPIK）3級以上 もしくは、TOIEC 600点以上（英語開講科目を選択可能なため）

・韓国語能力試験（TOPIK）2級以上、ハングル能力検定 5級 または 4級以上

・韓国語能力試験（TOPIK）2級以上、ハングル能力検定 5級 または 4級以上

・本学が開講する中国語初級Ⅰ及びⅡの評価がSまたはA評価である者
・中国語検定試験4級以上の資格を有する者
※本学取得科目の評価がB平均、またはそれ以上の成績を有する者

語学要件等(各行内のいずれかを満たす必要があります。）

語学要件等(各行内のいずれかを満たす必要があります。）

・中国語検定試験4級、またはHSK 4級　・左記と同等以上の中国語能力を有する者
※本学取得科目の評価がB平均、またはそれ以上の成績を有する者

☆留学奨学金（基本の申請対象）★留学条件を満たしたうえでの期日です
①第1種交換留学奨学金　②第2種交換留学奨学金
③第1種派遣留学奨学金　④第2種派遣留学奨学金　⑤第3種派遣留学奨学金

保有する語学スコア・成績によっては必ずしも上記の通りではありません。
さらに上位の奨学金を申請できる場合があります。制度の詳細は19ページを確認してください。

※募集についての最新情報は大学HPでお知らせしますのでご確認ください。

2022年12月

2022年12月

2022年12月

2022年12月

2022年12月

①or② 2022年12月

2022年12月

2022年12月

2022年12月

2022年12月

2022年12月
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 UK
L リーズ大学

CHINA
L 大連理工大学
L 南開大学
L 東北師範大学

TAIWAN
S/L 長榮大学

CANADA
S ジョン・アボット・カレッジ（JAC)
L ヨーク大学

SOUTH KOREA
L 東亜大学校
L 朝鮮大学校

祥明大学校
L 韓国航空大学校

S/L 

AUSTRALIA
S グリフィス大学
L サザンクロス大学

FRANCE
エンバビジネススクールS/L 

USA
L ミシシッピ大学
L ソノマ州立大学

1 リーズ大学

Semester1：9月中旬～1月中旬 学 生 数  約33,000人
Semester2：1月中旬～6月中旬 留学プログラム 学部、語学+学部、語学

宿　　舎  寮

イギリス　西ヨークシャー州
リーズ

学 年 暦
（留学対象期間）

長期留学プログラム　一覧

長期留学プログラム　短期海外研修プログラム

L .... ....P13-P17
S .... ....P18短期海外研修プログラム

長期留学プログラム
世界各国にある神戸学院大学の海外協定校をご紹介します。

質の高い教育を行っていることで、国際的に評価の高い大学。
留学生の受け入れに積極的で、100カ国以上から約
4,000人の留学生が学ぶ。本学との学生交流も盛んで、毎
年数名のリーズ大学生を受け入れている。留学中は、十分
な語学力があれば専門科目を受講することができる。また、
専門科目受講に必要な語学力をつけるためのアカデミック英
語集中コースも用意されている。
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2 ヨーク大学

（秋出発）
Session1:  9月上旬～10月下旬
Session2: 10月上旬～12月下旬
Session3:  1月上旬～　3月上旬

（春出発）
Session1:  3月上旬～4月下旬
Session2: 　5月上旬～6月下旬
Session3:  7月上旬～8月下旬

学 生 数
留学プログラム 語学
宿　　舎 寮　ホームステイ

3 サザンクロス大学

Session1: 2月下旬～6月中旬 学 生 数 約15,000人
Session2: 6月下旬～10月中旬 留学プログラム 学部、語学+学部、語学
Session3:10月下旬～2月下旬 宿　　舎 寮　ホームステイ等（キャンパスによる）

4 ミシシッピ大学
アメリカ　ミシシッピ州

オックスフォード

Spring Semester：1月上旬～5月上旬 学 生 数 約18,000人
Fall Semester：8月初旬～12月中旬 留学プログラム 学部、語学+学部、語学

宿　　舎 寮

（留学対象期間）

（留学対象期間）
学 年 暦

学 年 暦

学 年 暦

カナダ　オンタリオ州
トロント

オーストラリア　クィーンズランド州　ゴールドコースト/
ニューサウスウェールズ州 リズモア

（留学対象期間）

約55,000人（YUELIは年間約3,000人）

1994年に設立された比較的新しい大学。学生へのサポー
トの充実度が高く評価されている。メインキャンパスのリズモア
は世界遺産にも指定されている自然に囲まれている街。地
方都市のため、滞在費は比較的安価。付属語学学校を併
設しており、英語力を高めてから、教養科目や学部専門科
目を受講することができる。リズモア、またはゴールドコーストの
どちらか好きなキャンパスで学ぶことができる。

総合研究大学として国内外に知られている。米国南部におい
て、最も早期に女子学生を受け入れた革新的な大学。卒業
生には多くの連邦議員、州議会議員、市長、判事、研究者
を輩出している全米の一流大学。留学生向けにIntensive 
English Program(IEP)を開講しており、レベル別クラスで英
語を集中的に学習した後、学部の授業を受講することが可能。

カナダ最大の都市トロントにある総合大学。カナダ最大のキャ
ンパスを持つ。大学内に5,000人の留学生が在籍。大学内
の付属英語学校（YUELI）で「アカデミックプログラム」を受
講する。9つのレベルに分かれたプログラムで語学を集中的に
学びながら、現地の大学生と交流できるクラブ活動などに参
加できる。大学内はショッピングモールがあり、地下鉄が直結。
充実した設備を備えた国際的な大学である。

school list
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5 ソノマ州立大学 アメリカ　カリフォルニア州
（ソノマ郡） ローナートパーク

Mid Spring Semester：3月下旬～5月上旬 学 生 数 約9,400人
Summer：6月中旬～8月初旬
Fall Semester：8月初旬～12月中旬

留学プログラム 学部、語学+学部、語学
宿　　舎 寮　ホームステイ

6 エンバビジネススクール フランス
カンペール

1st Semester：9月～12月 学 生 数 約530人
留学プログラム 語学+学部
宿　　舎 寮　アパート

7 東亜大学校 韓国
釜山

Spring Semester：3月～7月 学 生 数 約20,000人
Fall Semester：9月～12月 留学プログラム 語学+学部、語学

宿　　舎 寮

（留学対象期間）

（留学対象期間）

（留学対象期間）
学 年 暦

学 年 暦

学 年 暦

フランス西部、カンペール市にあるビジネススクール。
庭園を囲んだ静かな環境で、フランス語の授業（毎日1コ
マ）と英語でヨーロッパ社会、文化、ビジネス等についての授
業を受講する。日本人講師が在中し、いざという時には日本
語で相談にのってくれる。カンペール市運営のスポーツ施設に
EMBA学生と同じ条件（学割）で利用できるなど、サポート
体制も充実。ケルトの影響を深く感じられる、カンペールは歴
史と文化と食を楽しむこができる。

アメリカ北カリフォルニアにある総合大学。大学のあるローナート
パーク市は人口4万人の小都市。サンフランシスコから車で約
一時間の場所にある。地中海性のマイルドな気候で生活しや
すく、街はアットホームな雰囲気。語学留学では、大学付属
の語学教育施設（SSALI）にて受講。語学＋学部留学で
は、条件付で学部の科目を受講できる。学内施設も充実し
ており、現地大学生と触れ合えるカンバセーションパートナー制
度など、留学生のサポート体制も整っている。

韓国南東部の都市、釜山（プサン）にある70年の伝統のあ
る名門私立大学。釜山は首都ソウルにつぐ韓国第二の都市
であり、最大の港町。グルメ、ショッピング、レジャーなど、観光
の拠点として知られている国際都市。
語学留学では大学付属の語学堂で韓国語をはじめとする韓
国の文化を学ぶことができる。レベル別に分かれ、毎日4時間
受講する。学部留学では医学部以外を一定の語学条件の
下、受講可能。留学中は日本語堪能な学生がボランティアに
付き、生活全般をサポートしてくれる。
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8 朝鮮大学校 韓国
光州

Spring Semester：3月～6月 学 生 数 約30,500人
Fall Semester：9月～12月 留学プログラム 語学+学部

宿　　舎 寮

9 祥明大学校 韓国
ソウル/チョナン

Spring Semester：3月～6月 学 生 数 約10,400人
Fall Semester：9月～12月 留学プログラム 語学+学部

宿　　舎 寮

10 韓国航空大学校 韓国
高陽

Spring Semester：3月～6月 学 生 数 約6,500人
Fall Semester：9月～12月 留学プログラム 語学+学部

宿　　舎 寮

学 年 暦

学 年 暦
（留学対象期間）

（留学対象期間）
学 年 暦

（留学対象期間）

韓国の首都ソウルに位置する。明洞（ミョンドン）や東大門
（トンデムン）などの繁華街や、史跡名所等にも近い。韓国
語の授業の他、韓日文化コンテンツ学科では、日本語を学ぶ
現地学生と一緒に授業を受けることができ、交流の機会が多
い。その他にも様々な学部、学科の中から自分の所属学部を
選択できるので、自分の興味にあった分野を学ぶことができる。

学生数3万人超の総合大学。韓国の協定校の中で本学との
学生交流実績が最も多い。また、光州は味の都とも言われて
おり、食事が美味しいことでも有名である。日本人留学生が
ほとんどいない環境であるため、韓国語学習には最適の環境。
韓国語の授業の他に、現地学生と専門科目も受講可能。
広大なキャンパスにはバラ園もあり、自然豊かな環境である。

ソウル北西部に位置し、ソウルから地下鉄で約15分の所に位
置し、アクセスも良好。市民憩いの公園を中心に、周辺には
大型ショッピングモールや百貨店が並んでいる。工学部、航空
経営学部、教養学部の3学部を持ち、「航空」大学校らしく
敷地内に滑走路を有する。留学生は経営学部に所属し、専
門科目を受講する。留学生対象の基礎韓国語講座も開講
されている。
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11 大連理工大学 中国
大連

第一学期：9月～1月 学 生 数 約24,000人
第二学期：3月～7月 留学プログラム 語学

宿　　舎 寮
12 南開大学 中国

天津

第一学期：9月～1月 学 生 数 約22,000人
第二学期：2月～7月 留学プログラム 語学

宿　　舎 寮

13 東北師範大学 中国
長春

第一学期：9月～1月 学 生 数 約25,000人
第二学期：2月～6月 留学プログラム 学部・大学院

宿　　舎 寮

（留学対象期間）

（留学対象期間）

（留学対象期間）
学 年 暦

学 年 暦

学 年 暦

14 長榮大学 台湾
台南

第一学期：9月～1月 学 生 数 約8,200人
第二学期：2月～6月 留学プログラム 語学

宿　　舎 寮

（留学対象期間）
学 年 暦

大連は遼寧省（りょうねいしょう）第二の都市で国際貿易都市。
海に面した町であるため、北京と比べると空気が澄んでおり、中規
模都市で住みやすい。大学から町の中心までバスが通っており移動
は便利。各国から多くの留学生が在籍しており、様々な国の人と
交流できる。現地では、語学レベルによってクラス分けされ、自分の
実力に合った授業が受講できる。

天津は北京や上海と比べ、比較的中規模都市で、治安もよく生
活しやすい。留学生の受け入れに積極的で様々な国の留学生と
共に中国語をレベル別で学習できる。太極拳・二胡などの文化講
座やビジネス中国語、中国文化里的故事、詩文朗読なども受講
でき、留学生の行事（運動会・旅行・スピーチコンテスト）も盛ん
である。

吉林省の長春市にある教員養成大学。地方都市という特徴から、
日本人学生が比較的少なく、中国語漬けの環境で勉強できる。
学部または大学院の授業を履修する。大学からバスで10分程度
の距離には市場や商業施設、飲食街があり、便利。

台南市郊外にあるキリスト教系の大学。管理学部、人文社会学部
など10学部を有し、国際交流も盛んに行っている。留学生はリベラル
アーツ教育学部に所属し、中国語科目を中心に学習する。中国語
の授業と文化講座が合理的に配置され、より実践的な学習ができる。
台南は多くの旧跡と現代的な都市景観が併存しているため、「台湾
の京都」とも呼ばれるグルメの街である。大学は台南市内まで電車で
20分と便利なロケーションにある。
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1

2

2

3

4

ソウル短期研修 韓国　ソウル

エンバビジネススクール春期研修 フランス　カンペール

ジョン・アボット・カレッジ（JAC)夏期語学研修 　　カナダ　モントリオール

長榮大学夏期研修【隔年実施】 台湾　台南

アデレード大学短期留学 オーストラリア アデレード

本学以外の機関が主催する短期留学やボランティアプログラム。参加希望者は外部機関へ直接応募し、各自が責任を持って渡航準備を進めます。
本学が推奨する次のプログラムでは、安全に海外渡航できるよう、学内募集説明会や渡航前オリエンテーション等を通して本学がサポートします。
※本学を通して申込が可能です。ただし、渡航の手配・準備は各自で行います。

海外インターンシッププログラム オーストラリア　ニュージーランド　カナダ　アメリカ　中国　台湾

短期海外研修プログラム　一覧 (2022年度)

※プログラムは変更・中止となる場合があります。
  最新情報は大学HPでお知らせしますのでご確認ください。

夏期・春期休暇中に実施する2週間~約1か月の海外研修です。語学学習はもちろん、ホームステイや大学寮生活、現地で
のフィールドトリップなどを体験することができます。

1987年から始まった歴史ある研修。自然豊かなモントリオール郊外のJACで、3週間ホームステイをしながら英語
を集中的に学ぶ。教室内の授業だけではなく、現地学生との交流、美術館やマーケットでの学外研修、ナイアガラ
の滝への訪問など、様々な体験をすることができ、英語のレベルが初級の方や初めて海外渡航する方におすすめ。

台南市にある長榮大学での中国語研修。中国語学習の他、台湾文化体験、企業訪問、台北、九份への旅行
などが組み込まれている。ホームステイ1泊体験、サポーターの現地学生との交流などを通じて、台湾事情や文化
への理解を深めることができる。

ソウル、祥明大学校の附属語学施設で韓国語を3週間学ぶ短期研修。ソウルキャンパスとは別の場所に位置し
ているが、日本語を学ぶ現地学生との交流プログラムも研修に組み込まれている。文化体験などを通じて、日韓
の文化の違いを学ぶことができる。

フランス、カンペールのエンバビジネススクールにて、フランス語と様々な文化学習を行う研修。講義は英語で行わ
れる。テーブルマナー、絵画鑑賞、ダンスなどの文化体験や、工場、要塞、衣料品メーカー、中世の村の見学をす
る校外学習など、バラエティに富んだ授業を受けることができる。

本学の交流協定校であるアデレード大学English Language Centreが提供する5週間の語学留学（General English Program）。
各自のレベルに応じたクラスで、各国の留学生とともに集中的に英語を学ぶと同時に、ホームステイを行う。

本学の夏期・春期休暇期間中に実施される、2～4週間の海外就業体験プログラムです。本学と専門企業が協同で実施し、国外の企業、ホ
テル、大学、NGO団体等、様々な分野で実際に働く経験を積むことができる。各国の経済状況を知り、文化や働き方の違いを体験することで、
世界で活躍するために必要なスキル（コミュニケーション力・異文化理解力・ビジネスマナーなど）を身に着けることを目的としている。

外部機関主催プログラム

夏期研修（8月ー9月）

春期研修（2月ー3月）

program list
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る校外学習など、バラエティに富んだ授業を受けることができる。

本学の交流協定校であるアデレード大学English Language Centreが提供する5週間の語学留学（General English Program）。
各自のレベルに応じたクラスで、各国の留学生とともに集中的に英語を学ぶと同時に、ホームステイを行う。

本学の夏期・春期休暇期間中に実施される、2～4週間の海外就業体験プログラムです。本学と専門企業が協同で実施し、国外の企業、ホ
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出願資格

半期 １年間

① 【交換留学対象】
第１種交換留学奨学金

・TOEFL iBT 61点以上
・IELTS 5.5以上
・韓国語能力試験 3級以上
・ハングル能力検定 3級以上
・中国語検定試験 3級以上
・HSK 4級以上
上記いずれかを有し
学業成績の平均点が2.0以上の者※

30万円 60万円

② 【交換留学対象】
第２種交換留学奨学金

・TOEFL iBT 52点以上
・IELTS 5.0以上
・韓国語能力試験 2級以上
・ハングル能力検定 4級以上
・中国語検定試験 4級以上
上記いずれかを有し
学業成績の平均点が2.0以上の者※

15万円 30万円

③ 【派遣留学対象】
第１種派遣留学奨学金

・TOEFL iBT 61点以上
・IELTS 5.5以上
・韓国語能力試験 3級以上
・ハングル能力検定 3級以上
・中国語検定試験 3級以上
・HSK 4級以上
上記いずれかを有し
学業成績の平均点が2.0以上の者※

派遣先大学の授業料相当額
（上限：本学学費）
および 30万円

派遣先大学の授業料相当額
（上限：本学学費）
および 60万円

④ 【派遣留学対象】
第２種派遣留学奨学金

・TOEFL iBT 52点以上
・IELTS 5.0以上
・韓国語能力試験 2級以上
・ハングル能力検定 4級以上
・中国語検定試験 4級以上
上記いずれかを有し
学業成績の平均点が2.0以上の者※

派遣先大学の授業料相当額
（上限：本学学費）
および 15万円

派遣先大学の授業料相当額
（上限：本学学費）
および 30万円

⑤ 【派遣留学対象】
第3種派遣留学奨学金

・TOEFL iBT 45点以上
・IELTS 4.0以上
・TOEIC 500点以上
・実用英語技能検定 準2級以上
上記いずれかを有し
学業成績の平均点が2.0以上の者※

派遣先大学の授業料相当額
（上限：本学学費）

派遣先大学の授業料相当額
（上限：本学学費）

※平均点算式は24ページを参照してください

支給金額

3万円

1.5万円

支給金額種類

研修地域

A地域
（欧州・北米・オセアニア地域を中心とし、B地域対象外の地域・国）

B地域
（ＡＳＥＡＮおよびアジア諸国）

奨学金・補助金制度
【長期留学】
交換・派遣留学奨学金
本学では学生の自発的な長期留学を奨励するために交換・派遣留学奨学金の制度があります。
長期留学の際にはぜひこの制度を利用してください。詳細は、22～24ページを確認してください。

【短期海外研修】
大学主催短期海外研修参加費補助金
本学では学生の海外留学を推進するため、地域ごとに参加費の一部を補助しています。
詳細は25～26ページを確認してください。
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田中さん

交換留学（語学+学部）

朝鮮大学校　韓国　

〔授業〕 MON TUE WED THU FRI SAT SUN

AM 家でゆっくり
　〔新聞放送学科の講義〕
テーマに沿って学生同
士で討論します

友達と勉強 〔ビジネス日本語会話〕 家でゆっくり フィギュアスケート 家でゆっくり

PM 動画授業の視聴
　〔ビジネス日本語会話〕

日本語学科の講義を
受けました

　〔リスニング・会話〕
能力別に分かれて韓
国語を学習します

〔韓国語・書き取り〕 〔韓国語語彙・文法〕 家でゆっくり 動画授業の視聴

NIGHT TOPIKの勉強 TOPIKの勉強 友達とごはん 友達とごはん TOPIKの勉強 TOPIKの勉強 TOPIKの勉強

HOLIDAY HOLIDAYSCHOOLDAY 

Chosun University 
in South Korea

田中 萌恵
法学部

留学期間

2021年9月～

2022年1月

自身を成長させるため、朝鮮大学校への留
学を決めた　
　私は幼い時から親の影響で自然と韓国文
化や韓国語に触れる機会の多い環境で育
ちました。高校生の時に受けた韓国語の授
業がきっかけで、本格的に韓国語を学び始
めました。勉強を始めた時に、留学に行くこと
を目標のひとつに決めていました。
　朝鮮大学校を留学先に決めたきっかけは、
朝鮮大学校からの交換留学生との出会いで
した。当時まだ韓国語に自信の無かった私は、
ソウルの祥明大学校への留学を希望してい
ました。ソウルには知り合いもいて安心できる
と思っていたからです。しかし、彼女から朝鮮
大学校は日本人の留学生がいないため、韓
国語を伸ばすには最適の環境だと教えてもら
い、挑戦したいという気持ちが芽生えました。

自分を成長させるためにはとっておきの場所
だと思ったからです。留学に向けてT O P I K
（韓国語能力検定）４級を取得し、日常
生活で困らない程度の語学力を身につけま
した。

留学はたくさんの経験ができるチャンス
交流を通して思い出を作って欲しい
　朝鮮大学校では韓国語の授業と学科の
授業を受けることができます。韓国語のクラス
はレベル別に2つのクラスに分かれています。
私はメディアの分野に興味があったので、新
聞放送学科の授業を受けました。講義や現
地で知り合った友達と自然に会話をすること
で語彙力が日本にいた時よりとても早く伸び
ました。日常的に韓国語を使う環境に置か
れているからこそ勉強意欲が増し、留学中に

受けたT O P I K（韓国語能力検定）では
最高級の６級を取ることができました。語学
力以外にも、文化も育ちも違う友達との交
流を通して、今まで知らなかった他国の文化
などを知り、自身の異文化理解がさらに広が
りました。
　朝鮮大学校がある光州は日本人がほとん
どいません。韓国語がある程度できないと困
ることが多いと思います。ただの資格として韓
国語能力検定を持つのではなく、韓国語で
自分の意見や考えを伝えられる力が必要で
す。真剣に勉強することは重要ですが、なに
より現地の韓国人の友達、韓国以外の国と
地域からきた友達との交流を楽しんでください。
光州の人々は優しく、知れば知るほど住みや
すい地域です。また、国内旅行へ行きやすい
地域でもあります。友達をたくさん作って国内
旅行に行き、楽しい思い出を作ってください。

たくさんの人の支えで実現できた留学
　私の留学はコロナの影響で予定よりも１年
半遅く実現しました。待っていた期間は韓国
語の学習意欲も落ち、このままどうしたらいい
んだろうと思うことも多かったです。けれど、国
際交流センターの方々が常に支えてくれ、留
学に行けるようにたくさんのサポートをしてくだ
さいました。だからこそ、この留学は国際交流
センターの皆さんに恩返しができる留学にした
いという思いで韓国に行きました。留学生活
では韓国人の学生、朝鮮大学校の教授・
職員、現地で知り合った方々にたくさん支え
てもらいました。私が待った１年半は、この人
たちに出会うためだったと思えるほどです。これ
から留学を目指している人や留学が決まった
人にも私と同じように良い出会いのある留学
を経験して欲しいと思います。
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問い合わせ窓口

神戸学院大学国際交流センター

窓口取扱時間

月～金（9：00～11：45、12：45～17：00）
夏期・冬期・春期休業中（9：00～15：00）
土・日・祝・夏期一斉休業・年末年始一斉休業期間中は閉室
☆祝日授業日は開室

国際交流センター
ポートアイランド第一キャンパス

D号館

1F

学生支援センター
国際交流関係窓口

有瀬キャンパス

3号館

1F

T E L
F A X
E mail

078-974-4395
078-974-2243
imanager@j.kobegakuin.ac.jp

海外留学
プログラム
ガイドブック
2022
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