
グローバルな時代、止まって考えていてもいい結果は得られない。行った気、やった気になってい
るのはバーチャル世代のロス的な部分。とにかく前に進み、自分の足でヒントを見つけに行かない
と。周りを見て考えるのではなく、自分に何が必要なのか、貪欲に考えて。

人間社会は結果主義、これはブレないで自覚すること。これから
先、どこにでも競争は存在する。だから在学中にも勝負にはこだ
わって、結果にはこだわって、自分自身を高めていってほしい。

あまり真面目ではなく、何となく学生生活を送った、と語る一方で、どんな場所にでも出かけ、どん
な人とも交流したそうです。これはグローバルに踏み出すのに大切なチカラかもしれませんね。

小学校教諭＋中学・高等学校教員（英語）の免許取得、セメスター留学、テニス部主将、ア
ルバイト、与えられた環境で最大限のパフォーマンスをしてみせ、「努力は自分を裏切ら
ない」ことを証明してくれました。

中国文学科（平成28年卒）/㈱ファーストリテーリング
島田 凪紗

法律学科法律専攻（平成28年卒）
Ernst & Young Japan

千葉 勝太

2・3年生の後期スタート・
半年か1年の長期留学

夏休み・
春休み中

留学はあなたの人生をより充実したものにするチカラがあります。しかしその一方で、「海外に行けば
語学が上達する」「海外で夢がかなえられる」と考えて容易に留学してしまうと、現地で大変な苦労をし
たり、期待した効果が得られないまま帰国することも少なくありません。折角の留学なので、充実した
留学生活を送り、その経験を就活や将来に活かしたいと思いませんか？そのためには、留学の計画段
階から、現在の自分の強みや弱みを考えるとともに、将来どんな自分になりたいのかをイメージしたう
えで、留学で何がしたいのか、何をすべきか等、留学の目的をはっきりと意識することが大切です。

夏、春の長期休暇を使って、海外の大学での語学集中プログラムに参加します。
夏期短期留学は5大学（英語圏2校、中国語圏1校、フランス語圏1校、ドイツ語圏1校）、
春期短期留学は3大学（英語圏2校、中国語圏1校）での実施を予定しています。
◆外国語のスキルアップ、異文化体験が主目的。
◆夏期短期留学の募集は4～5月。春期短期留学の募集は10～11月。
◆必要な手続きを踏み、外国語科目（2単位）としての認定も可能です。
◆事前の語学研修に参加することが条件づけられています。

留学を考える

渋谷キャンパス120周年記念1号館裏に位置する国際交流センターは、
本学の国際交流の中心機能を担っています。積極的に活用してください。

国際交流センターのご案内

国際交流センター1階の国際交流課は、留学プログラム、交換留学生プ
ログラムの企画・運営を行っています。また、本学学生の留学相談に応じ
ています。希望者は海外留学支援Webページから申し込んでください。

開室時間

留学相談の予約

　このパンフレットはグローバル時代を生きるたくさんの卒業生の声と経験でできています。國學院大
學での4年間でなにができたのかを語る先輩のメッセージが、あなたのチカラとなれば嬉しいです。

Go！ 國大生 Go
Ab r o ad !

E x p e r i e n c e s

P l a n n i n g

Sh i b u y a  C ampu s  Map

P l a n2

グローバルに踏み出すチカラを応援します！

國學院大學国際交流課（渋谷キャンパス国際交流センター1階）
Tel.03（5778）7061 Fax.03（5778）7062

kokusai@kokugakuin.ac.jp
www.kokugakuin.ac.jp/student/abroadstudy

どんな留学がしたい？
どこに留学したい？
いつ留学したい？

まずは1年生の夏休みが最初のチャンス
早めの留学でその後の視野が　　　広がります

Experience1 短期留学授業日の 9:00～17:00

Experience2  セメスター留学 Experience4  休学留学

Experience3  協定留学

本学協定校に半年（1学期間）または1年間（2学期間）留学する制度です。
◆留学先大学の学生と同じ授業を履修します。
　（語学留学が可能な留学先も一部含まれます）
◆毎年9月からの開始。出願受付けは前年度1月に、選考は同2月に行われます。
◆本学の要卒単位に認定可能です（最大30単位）。
◆協定留学期間は卒業年限に組み込まれますので4年間での卒業が可能です。

高校生の頃、うまくいかないと環境のせいにしていた。しかし、大学受験に失敗した時（悲壮感なく）
「現実ってあるのだな」と思った。人生には、やっても結果に結びつかないこともある。でも逆に満足
な状況ではないことをいいチャンスと捉えて「与えられた場所で最大限やる」と決意した。やりたいこ
と、行きたい場所、なりたいものをイメージすると、そこに道ができる。
また、いろんな人に出会うこと。人からの刺激や、人からいろんな話を聞くことは本当に大事。人と
関わって思ったこと、感じたことを、毎日短くてもいいから日記に書くといい。あとから読んで、忘れ
ていた気持ちや感動を想い出すこともできるし、「今読み返すと、どんだけ視野が狭かったんだ」と笑
い飛ばせたりもする。自分の成長が見える大切な自分史。

高い語学能力習得を目的に、1学期間（4ヶ月間）の留学を行うプログラムです。
英語圏3大学、中国語圏1大学での実施を予定しています。
◆全学部全学科の2年生以上を対象とします。
◆本学の要卒単位に認定可能です（最大14単位程度）。

「海外の語学学校、専門学校に1年間通う」など本学の制度に当てはまらない留学を目指す場合、休学
制度の利用が可能です。
休学による留学には、「プログラム、学校、留学先の選択の幅が広がる」というメリットがある反面、「卒
業が遅れる」「手続き・安全管理をすべて自分で行う」等のデメリットもあります。留学先で得たいもの、
そのために必要な負担、卒業までの計画等を考慮して検討してください。

1年生 前期（4ヶ月） 夏休み 春休み

2年生 前期（4ヶ月） 夏休み 春休み

3年生 前期（4ヶ月） 夏休み 春休み ➡就活

4年生 前期（4ヶ月）

後期（4ヶ月）

12月～2月 3月 4月 5月

説明会

申込期間 留学期間

留学のためのオリエンテーション

●夏期短期留学申込み・参加スケジュール例

●協定留学までのスケジュール例 ※3年生の9月から英語圏の大学に1年間協定留学する場合

事前語学研修

6月 7月

留学期間留学先での授業参加スキル向上留学目的の絞込み 留学計画の具現化

（3年生の9月から）TOEFLスコアの向上

選考試験への応募、受験、合格（2年生の1月段階）

8月 9月

後期（4ヶ月）

後期（4ヶ月）

後期（4ヶ月）夏休み 春休み

1

夏休み前　期 後　期学年

大学の制度以外での留学は
休学留学の対象となり
卒業延期の可能性が高くなります

大学の制度・
学外の制度に関わらず
いろんな留学が可能です

6月5月4月3月2月1月 7月 8月

説明会

申込期間 留学期間

留学のためのオリエンテーション

神道文化学科（平成28年卒）/北海道神宮
吉田 光臣

日本文学科（平成23年卒）
株式会社スマイリーアース代表取締役

奥 龍将

初等教育学科（平成28年卒）/東京・小学校教諭
藤澤 真奈美

経営学科（平成28年卒）
日之出出版
辻 康太郎

●セメスター留学までのスケジュール例

事前語学研修
語学の応募条件をクリアした上で申込みをする

応募は語学のハードルあり➡留学相談

9月 10月 11月 12月

4年3年2年1年

分け登る麓の道は多けれど、
　　　同じ高嶺の月を見るかな
真理に至る道は違っても、真理を目指す心は一緒。
「神道と国際協力」の授業を通して、神道（自分）以外の存在を認め
お互いを尊重できるようになる、というグローバルにも共通する
大切な考え方を学びました。

セメスター留学と協定留学をしました
いろんな人に会う、いろんな場所に行く。いつも同じ友達と居ないで、行動範囲を広げる。人の話を
聞いて、情報を収集する。いろんな人に会うと、いろんな「はじめまして」があっ
て、これが楽しい。学生時代、自分のモットーとして「人から誘われたらNOと言
わない」と決めていた。断らなければ、また次も誘ってくれるでしょ。

長期留学は難しいと思われていた初等教育
学科から初めてのセメスター留学参加へ

コミュニケーションが得意ではなく、同じ
学科の限られた友達と学生生活を送る毎
日

なお、長期休暇中でも原則として平日と土曜日の9:00～17:00で開室していますが、入学試験、入学式・卒業式等の大学行
事のために閉室することもあります。詳細はWebページ等でご確認ください。

本学在学中は陸上競技部に所属し第87回箱根駅伝に出場した奥さんは、現在オーガニック
コットン製品を製造販売する企業の代表取締役として、綿花の原産地であるアフリカ東部ウガ
ンダ共和国と日本を行き来する日々を送っています。奥さんへの詳細なインタビューは大学
ホームページ・国際交流のページでご覧になれます。

の始まる3年生春休
み以降は留学計画
を立てるのが難しく
なります

春休み

淡々と授業を受ける毎日が続く中、親に
留学を勧められ、参加を決意

春期短期留学
（米国）参加

2
仏教・イスラム教など他宗教に関する授
業も積極的に受講。また留学で広がった
友人達と博物館学課程の授業を受講

神道英語の授業において、単語毎の微妙
なニュアンスの違いなども積極的に質問
するようになった

3
明階課程、博物館学課程のW修了を目指
して授業・学生生活に追われる毎日

奉職を意識するようになった時期。またゼ
ミ長に選ばれリーダーシップを発揮でき
るようになった

奉職を決断

4
神道と国際協力など印象に残る授業や、
神社検定の勉強など、更に幅広く学び続
ける

奉職先（北海道神宮）が決まる

1

夏休み前　期 後　期学年

大学になじめず、授業も出席せずに、地
元でバイトばかり。１年生の時のことは
正直よく覚えていない

春休み

留学費用を貯めようと、更にバイトに精
を出す日々が続いた

2
単位も思うように取れておらず、退学も
考えるように

New York
への旅行

夏休みの間にNew Yorkへの根拠のな
い憧れが現実のものとなり、New York
を強く意識するように

春期短期留学
（米国）参加

3
留学帰国後、学内における留学生との交
流や次年度休学に向けて単位を取ろう
など、大学に来る目標ができはじめた

留学費用節約のために、留学斡旋業者
を使用せず自力で留学準備、おかげで
いろいろな現実を学ぶ

休
学

語学学校で英語の勉強 ニューヨーク州立大学でファッションの
授業を聴講、雑誌社でのインターンを同
時におこなった

帰国

4
就職活動と残り単位との格闘 ファッション雑誌の雑誌社から内定をも

らう

友達が就職する中、「なんとなく」大学進学を決定。入学前

國學院大學神道文化学部が第一志望。入学前

海外で育てられた自分の強み。ただ、今思
うと、國學院はここを掘り下げて育てるた
めのコンテンツが揃っている大学だと思う
ので大切に育ててほしい

Japan Studiesなどの授業を
通して育てられた強み

これからの伸びに期待したい（笑）

グローバル時代のコミュニケーションは、
ロジック（理論）、数字、情熱が必要。その上
でかつ英語ができることが必須条件
（TOEIC－IP 825点）

他文化共生と主体的アイデンティティを育てる

日本の社会・文化を深める

社会人基礎力を高める

語学力・コミュニケーション力を鍛える

短期留学

休学留学

応募に語学の条件あり➡留学相談

P l a n4

Plan1

Plan3
セメスター留学

協定留学

4ヶ月の留学

Turning
Point!

Turning
Point! Turning

Point!

できない理由を探すのは簡単だが、魅かれるものがあればやっちゃ
えばいい。その選択は、後から全て正解にできる。その過程で、自
分の弱い部分と向き合って好きになってほしい。自分のコンプ
レックスを前にして立ち止まるのも、これが俺、と受け入れて
前進するのも、自分次第。國學院生は、どちらにも行ける。

※ページ内の「留学相談について」を参照

学術メディアセンター/博物館/図書館

神殿 若木会館百周年記念館若木タワー

3号館 120周年記念2号館

130周年記念
5号館

院友会館

国際交流センター

グッと

グローバル・インタビューからの抜粋

www.kokugakuin.ac.jp/student/abroadstudy



グローバル人材とは、自分のルーツや考え方を認
識したうえでアイデンティティを発信できる人。 
「英語」はその発信のための手段に過ぎない。 
英語の能力を上げることはもち
ろん大切だが、身に着けた英語
を使って自分が何を伝えたいの
かを考え続けてほしい。

日本文学科（平成28年卒）/千葉県・国語教員
横山 友莉子

健康体育学科（平成28年卒）
楽天株式会社
植草 弘喜

経営学科（平成28年卒）/日之出出版
辻 康太郎

G
o

G
lo
b
a
l!

Go  Global !

日
本
を
語
れ
る
人
に
な
ろ
う

世
界
へ
語
れ
る
人
に
な
ろ
う

退学を考えていたが、
旅行でニューヨークに
行った事がきっかけになった

1

夏休み前　期 後　期学年

MLB（メジャーリーグ）や海外映画が好き
なので英語はできるようになりたいなと
思っていた

春休み

大学受験で英語も勉強したし、まずは
TOEICかな？と思いTOEICを受験。最初
は300点代だった

2
将来を現実的に考えてたことはなく、ス
ポーツクラブでバイトをしながら、淡々と
単位を取る毎日

EXILEが好きで、エンターテイメントやス
ポーツ業界における「マネジメント」に興
味を持ち始める

3
TOEICスコアのゴールは特に決めてい
なかったが、英語ができるようになりた
い、という理由で定期的に受験

New York
語学旅行

New Yorkに行ったことでマネジメントへ
の興味が具体化し、逆に進路について迷
い始めてしまう

4
米国留学と日本での就職を悩んだ結果、
３年くらいは働いてみよう、と就職活動に
舵を切ることに決定

TOEICを継続して受験していたことが功
を奏し、楽天の入社条件（TOEIC800点）
をクリアし内定

海外で育てられた自分の強み。ただ、國學院
はここを育てるにはとてもいい環境。神殿・水
琴窟・松などなにげない中に、日本があふれ
ている

もともと本と歴史が好きで、大学生活という
時間のある中で確実に自分で育てられた強
み

強みにはなっていないが米国の大学で授業
聴講するなどの目的のために必要な英語力
は身に付けた（TOEIC－IP 655点）

他文化共生と主体的アイデンティティ

日本の社会・文化

社会人基礎力

語学力・コミュ力

大学生活の冒頭からやりたいことがあったわけではなく、４年間をかけて成長しながら自分の道を模索
しました。結果として何気ない気持ちで受けていたTOEICスコアが内定を引き寄せたんですね。

とにかくスーパーウルトラポジティブ。物事は捉え方次第でどちら
にも転がる、ということを、大学生活を通して実証してくれました。

「先生」になりたかった思いを貫き実現させたその一方で、４年間、揺れながらアイデン
ティティを確立してゆきました。「これしかない」のではなく、いろんな選択肢を考えた中
で「これで生きてゆく」ことを選び、教員の道を歩きだした先輩です。

大学生活全般に計画性があったわけではなく、目先のやりたいことに都度チカラを注いでいた結果、そ
れが幅の広い選択肢と人間性を育て、３年生後期以降のユニークな進路選択へとつながりました。

K-STEPアシスタントが、大学生活の中で一
番やってよかった経験

副専攻「日本語教育」やJapan Studies（教
養総合）の授業を通じて、日本を体系的かつ
俯瞰的に学ぶことができ、そうして育ったグ
ローバルな視点が自分の強み

3年次にできたLLC YOKOHAMAの活用（自
宅から近く自習室のように使用）で、TOEFL
スコアを確実にアップさせた
（TOEFL-iBT 42点→73点）

他文化共生と主体的アイデンティティ

日本の社会・文化

社会人基礎力

語学力・コミュ力

自分だけのアイデンティティがあって良
いということ、互いの違いを理解しよう
とすることが共生への道だと留学を通し
て学んだ

日本語学を専攻し、王朝文学研究会で『源
氏物語』、語法史研究会で古典文法につ
いて学んだ

３年生の1年間、千葉県の「教職たまごプロ
ジェクト」に参加。現場の実情に触れ、一度
は教員をやめようかと悩んだ事も大切な
成長のプロセスだった

留学中、ベジタリアンだったり、異なる宗教
を信じたり、価値観の違う世界の人が熱中
して日本語を学ぶ姿に心が動き、日本語に
対する専門の勉強に身が入った

他文化共生と主体的アイデンティティ

日本の社会・文化

社会人基礎力

語学力・コミュ力

1

夏休み前　期 後　期学年

硬式野球部に入部し、部員との技術的な
差を痛感。それまでの野球に対する慢心
を打ち砕かれ、どん底に

硬式野球部を
退部

春休み

野球に向けていた熱量を、行きたかった
留学に向け替え、猛勉強

セメスター留学
に応募

2
２年後期にセメスター留学が決まるも全
額を自分で捻出せねばならず、ひたすら
バイトをかけもちする毎日

セメスター留学でカナダ・マニトバ大学
へ。留学で得たものは「英語力」ではなく
「価値観」であった

更なる長期留
学を決意

熱が冷めないうちに、と休学留学を選択
するも、留学費用が捻出できずひたすら
バイトを続ける毎日

休学留学
スタート

フィジーの語学学校に通いながらイン
ターンを経験。人生の小休止のようで本
当に楽しかった

3
同じ環境に戻ってきたが、価値観が変化
しており、もはや同じではなかった。大学
の授業も積極的に参加するように

積極的にいろいろなインターンシップを
経験しながら、就職活動を開始

２月に内定

4
就活の中で信頼できたキャリアカウンセ
ラーの元でインターンシップを続けなが
ら残りの大学生活を送る

※社会人基礎力とは「職場や地域社会で多用な人々と仕事をしていくために必要な基礎力」として
　経済産業省が定義した3つの能力（前に踏み出す力、考え抜く力、チームで働く力）の総称です。
※※入学年度により科目名は異なります。

外国語文化学科（平成28年卒）/米国大学院（MA-TESOL）進学
福島 巧巳

外国語文化学科（平成28年卒）/埼玉県・英語教員
後呂 知美

K-STEPアシスタントに登録
日本語パートナーとしても活躍

休
学

プロ野球選手を目指していた高校球児。
硬式野球部に入部するため國學院に入学。

入学前

法律学科法律専攻
（平成28年卒）

Ernst & Young Japan
千葉 勝太

大学に入ってみて何をしてよいかわからないのであれば、
とにかく幾つか候補を考えて、とにかくトライしてみる。な
にごとにも「目的」を持って、とりあえずやれるところまで
やってみる。そして、いろんな人と関わること。そうすること
によって、視野が広がる。人と同じでなくて良い。自分らし
く生きるために自分を磨くことが大事。

若いうちは「その時どき」でできることがあるし、
逆に言うと、大学1年生でできて４年生ではもうで
きないことがあると思う。失敗なんてどうってこと
はないので、むやみに待たない
で、とにかくやる。枠を超えて
やってみたら意外とどうってこと
なかったことがいっぱいあって、
その先には違う景色や価値観が
待っている。

就職活動で学歴フィルターに立ち向かうなら、まず学歴ヒエラルキーで自分より上位に居る人が目覚
める前にスタートを切ること。そして苦手なものに向き合うこと、特に國大生はSPIを通過しないと始
まらない。また学歴フィルターが強固な企業には最初から挑まない。逆に学歴フィルターが薄い企業
もたくさんあるので、そこに挑めば実力で突き破れる。その違いを見極めるリサーチ力も大事。

経営学科（平成28年卒）/野村不動産株式会社
竹内 達也

●Japan Studies
　•日本文化についての様々な側面を交換留学生と　　共に英語で学ぶ授業で、留学生との英語の　　議論は異文化体験そのものです　•グローバル・チャレンジ・プログラム※　　修了に必須です

●神道と文化
●日本文化を知る など

深める 鍛える
語学力・コミュニケーション力

育てる
多文化共生力と
主体的アイデンティティ

高める
社会人基礎力※

留学を通じて自己主張に肯定的な文化に触
れ、すごく自己を見つめ直した。そして、自己
肯定できるようになり、臆さなくなった

ゼミでは論理的思考が育っただけでなく、説
得するための言い回しなど実社会で使えるテ
クニックも学ぶことができた

英語力はあるならあったほうがよい。特に大
学受験で勉強したのなら頭の中には蓄積させ
ているのだからあとは思い出せばいいだけ！
（TOEIC-IP 760点）

他文化共生と主体的アイデンティティ

日本の社会・文化

社会人基礎力

語学力・コミュ力

せっかく大学に入ったのに、ゼミで学ばないのはもったいない。自分が所属したゼミにはまじ
めな人が多くて、みんな真摯な態度から自分に足りないモノをたくさん補えた。もともと口が
達者で小手先でなんとかなると思っていたことも、先生の前では全く通用せず全てが覆され
た。中身を持つこと、プレゼンテーションの方法、思考の組み立て方、全てをここで学んだ。

ゼミ

高校時代は野球一筋。3年夏から受験勉強を開始したため浪人
覚悟だったが、國學院大學に合格。この経験が「やっていれば
いつかできるんじゃないかな」という自信の礎に。

入学前

いろんな人と関わってほしい。他学科の人、留学生、そして大
人、とにかくいろんな人と関わる。そして、サークルや部活動な
どの所属を焦って決めない。やりたいことがないのなら、所属
しないで他にやりたいこと（留学など）からやるのも良い。

K-STEPアシスタントや日本語パートナー
を通して留学生と関わり一緒に成長できた
ことは大きな成果

神道のお祭りなどが大学内で常に行われ
ている環境。理解できなくても、なんだろ
う？と思える環境に身を置けていることは
國學院生の強みである

教員採用試験で免除対象になるほどの
TOEICスコアは取得できなかったので、強
みとは言えないが、TOEICは定期的に受
けていた（TOEIC-IP700点）

他文化共生と主体的アイデンティティ

日本の社会・文化

社会人基礎力

語学力・コミュ力

●協定留学
●海外インターンシップ
●国際交流活動
　「K-STEPアシスタント」など

●基礎演習やゼミ
　（各学部・学科の専門科目）
●ライフデザイン、インターンシップ
　（共通教育科目）※※

●海外インターンシップ など

Turning
Point!

Turning
Point!

グローバルとは、世界の潮流に合せることではなく、
自分ありきであること。グローバル人材とは、異なる
ものに対して、他と自分は「そんなに変わらない」とい
うことを理解できる人。

赤井学長の写真にスマホをかざすとメッセージ動画が流れます！

自分にとってインパクトの大きかった授業は外文専門教育科目「外国語学（英語）」。英語文法の奥深さ、正し
い英語とはなにかを教えてくれ、学問・知識としての英語を深めることこそが外国語文化学部に籍を置く意
味であると感じられた授業。グローバル人材とは、変わった事とか当たり前じゃない事を受け入れる能力を
持った人材。この考え方は教育の分野でも、ひいては人間が自由に生きるためにも大切な事。

日本の社会・文化に対する理解

キャンパスにはさまざまな国際交流の機会があります

國學院大學には、グローバルに踏み出すあなたを応援するプログラムがたくさん用意されています

K-STEPアシスタント

とりあえず、TOEIC®

●K-STEP交換留学生をはじめとする
　留学生とのさまざまなイベントへの参加
●留学生の日本語練習パートナー
●その他、留学生への各種サポート
大学ホームページ内、国際交流課ページの「K-STEPアシスタン
ト」に記載されている方法にしたがって登録してください。イベン
ト等の機会がある度にfacebookやEメールで連絡します。都
度、時間と興味が合った活動に参加してください。

主な活動内容

登録方法

※グローバル・チャレンジ・プログラムの詳細は
　「国際交流ガイドブック」の履修要項をご覧ください。

App Storeまたは、Google Playで
「ココアル2」で検索、ダウンロードし
て頂きますと、右記の画像より動画が
ご覧いただけます。

iPhone/iPad用 Android OS用
で『COCOAR2』を

検索

または

下記のQRコードからもダウンロードできます

無料

※赤井学長によるメッセージは大学ホームページ→海外留学支援のページでもご覧になれます。

國學院大學は、グローバルに踏み出す学生を
全力でサポートします

●正課の英語・外国語科目
●LLC（Language Learning Center）
　•外国語力を身につけることは、大学での重要な目標のひとつです　•LLCでは、就職活動に役立つ外国語検定試験、　　留学に向けての勉強方法やコミュニケーション力の向上などを　　サポートし、皆さんの自主的な外国語学修を支援しています　　ぜひ積極的に利用してください

　　渋谷キャンパス/3号館3階3306（学修支援センター相談室内）　 （月～金）10:00-12:50/13:50-18:00
　 たまプラーザキャンパス/1号館1階 LLC YOKOHAMA OFFICE　　（月・火・木・金）10:00-18:00

●語学留学
●オンライン学修ツール
●学内TOEIC など

赤井益久 学長

國學院科目

TOEIC®スコア500-649点の成績を修めた場合、
以下の通り単位認定を行います。英語検定試験（中級）単位数：2
単位認定

知っていますか？ TOEIC®スコアはいろいろなところで使えます！
LLCでは、年に6回TOEIC-IPテストを実施しています。

500

1学期間（4ヶ月間）の英語圏セメスター留学に
参加するにはTOEIC®スコア550点が必要です。
セメスター留学

550

TOEIC®スコア650点以上の成績を修めた場合、
以下の通り単位認定を行います。英語検定試験（上級）単位数：2
単位認定

650

TOEIC®スコア730点以上で、全国の小学校・中学校・高等学校の
教員採用試験において様々な優遇措置があります。
教員採用試験

730

企業におけるTOEIC®スコアの期待スコア
国際部門で働く：750点
国際部門で働く

750
～990


