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短期留学　　法律学科　松本 凛太朗
　1年次の夏休みにカナダにあるケープブレトン大学へ1カ月の短期留学をしました。それ
まで海外渡航の経験はほとんどありませんでしたが、初めてのホームステイを経験。カナ
ダでは、何でもはっきり伝え、誰とでも気軽に言葉を交わす現地の方々に刺激を受け、自
分自身も聞きたいことは積極的に口に出すなど、進んで行動していけるようになりました。
帰国後もキャンパス内の留学生と交流しています。今後はより長期の留学に挑戦したいです。

日本語教育実習　　日本文学科　土橋 深咲
　日本文学を専攻する傍ら、副専攻「日本語教育（日本語教員養成課程）」を選択し、履
修しています。3年次の夏期休暇中に参加した台湾での日本語教育実習では、日本の高校生・
大学生の生活をテーマにした授業を準備し、台湾の大学生に日本語を教えました。初回の
授業の後、学生から説明に用いる言葉が難しいことや、早口になっていることを指摘され
たことで、外国語として日本語を教える難しさを痛感しました。また、真剣に日本語を勉
強する学生と向き合う中で、内容が面白いだけでなく、学びの多い授業を作る教師の責任
を強く自覚しました。

協定留学　　中国文学科  木村 千夏
　3年次後期から1学期間、中国、天津の南開大学に留学しました。その前年に上海で1学期間
セメスター留学を経験しましたが、更なる語学力向上の必要性と中国の文化・風習への強い
興味から、協定留学を決意。現地では世界各国から来た学生と授業を行います。中国語の授
業だけでなく、中国古代民間伝説や飲食文化、書道などを学ぶ文化講座もあり、中国につい
て多方面から学ぶことができました。また、授業は大人数、少人数クラスどちらも行われるの
で、先生や学生同士との距離が近く、積極的に交流することができました。授業中は常に自国
や自分の考えについて発言が求められ、中国をはじめ他国の様子を知ることができただけでな
く、客観的に日本や自分の考えを比較することができました。また、課題やテストは劇やプレ
ゼン発表など実践的なものが多くありました。印象的なのは中国人にインタビューする課題で
す。大学内で中国の学生に声をかけたり、チャットアプリを使ったりして質問しました。初め
は苦労しましたが、どのように声をかければ不審に思われず承諾してもらえるか、語学力だけ
でなくコミュニケーション力も培われました。大変なこともクラスメイトと切磋琢磨しつつ協
力して乗り越えたことは、本当にいい思い出です。留学中経験したことは、たとえ失敗やトラ
ブルでも必ず自分の糧になります。かえってそういった経験こそが自分を強くしてくれたよう
に思います。何事も挑戦することが大切だと強く実感した留学になりました。

セメスター留学　　初等教育学科　澤田 大貴
　入学当初、周りに留学に興味がある友達がおらず、一度は留学を諦めたけれど、「この
まま普通の学生生活をしていてはいけない」と思い直し、留学を決心。応募資格となる
TOEICの点数を超えられたのは申込み締切ぎりぎり。最後まで諦めずに必死に勉強したの
が功を奏しました。留学の目的は英会話能力向上、他国と日本の教育制度の違いを学ぶこと、
ホームステイによる異文化理解でした。アシスタントティーチャーとして活動、ホストファ
ミリーやクラスメートとの交流を通じて、自分の見ている世界はこんなにも小さかったの
かと痛感させられました。留学後の今、英語学習に終わりはないと実感。今後はIELTS対
策をし、1年間の協定留学に挑戦したいです。

休学留学　　外国語文化学科  鵜澤 万実子
　3年次終了後から約1年間イギリスの大学へ留学しました。留学を志した理由は、課外活
動を通じジェンダー学に関して学んでいく中で、ジェンダー学の研究・学問が日本に比べ進
んでいるイギリスにて、ジェンダー学を本格的に学びたいと思ったためです。現地での生活
や大学での学びを通して、ジェンダーの多様性に対する人々の寛容さや、性別に関係なく誰
もが生き生きと働き、暮らしていける社会の仕組み等、日本との違いに驚くとともに沢山の
刺激を受けました。
　大学ではネイティブの学生と混じって授業を受けており苦労することが多々あります。授
業の予習・復習はもちろんのこと、一回の授業で与えられる課題の量が多く、休日も図書館
にこもって課題に取り組んでいます。ある授業でグループプレゼンテーションの課題が出た
のですが、私以外のグループメンバーは全員イギリス人でした。英語力の差からなかなか話
し合いに入っていけずにとても悔しい思いをしました。また、グループメンバーとの関係に
悩んだこともありました。しかし、自分の意見をしっかりと持ち、積極的に発言していくう
ちにチームに溶け込むことができました。留学中は何度も壁にぶつかり、悩むこともありま
すが、その壁を乗り越えるたびに自分が成長できていると実感できます。また、自分の価値
観や考え方が180度変わりました。日本を離れて今までとは違う環境に飛び込むことは大変
勇気のいることですが、勇気を出して飛び込んだ先では新しい自分に出会えるはずです。
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NEWNEWNEW  留学関係の奨学金・授業料減免制度

セメスター留学（4～6カ月間）
名　称 國學院大學セメスター留学助成金制度

対　象 セメスター留学に参加する者（ただしヨーク・セント・ジョン大学への留学者を除く）

給付額 35万円給付（年間授業料の半額相当額）

名　称 國學院大學セメスター留学学習奨励金制度

対　象 セメスター留学により顕著な学修成果を挙げた者

要　件
※�平成30年度の例。
今後、変更の可能
性があります。

【英語圏　TOEIC®�Listening�&�Reading�Test】
⑴セメスター留学後（留学年度の12月から 3 月まで）のTOEIC試験において800点以上
を記録した者。
⑵セメスター留学後（留学年度の12月から 3 月まで）のTOEIC試験において730点以上
を記録した者のうち、セメスター留学以前（留学前年度の 4 月～留学年度の 9 月）の
TOEICで記録した点数と比較し、留学後の点数が150点以上上昇した者。
⑶ TOEIC のスコアは国際ビジネスコミュニケーション公開テスト、國學院大学での
TOEIC-IP、留学先国での公式公開テスト、留学先教育機関での団体特別受験のものを
採用する。

【中国語圏　HSK（漢語水平考試）】
⑴セメスター留学年度の 6 月から 9 月までのHSK4 級試験において総得点180点未満の
者のうち、セメスター留学年度の12月から 3 月までのHSK5 級試験において総得点210
点以上を記録した者。
⑵　⑴に関わらず、セメスター留学年度の12月から 3 月までのHSK5 級試験において総
得点240点以上、又はHSK6 級試験において総得点180点以上を記録した者。

給付額 留学終了後　10万円給付

名　称 独立行政法人日本学生支援機構（JASSO）の海外留学支援制度（協定派遣）※学外制度

内　容

・ 大学が応募し、各留学プログラムが同奨学金に採択された場合、参加学生に奨学金が
給付される。（採択結果は年度により異なります）。

・ 國學院大學セメスター留学助成金制度の支給額35万円は、JASSOの規定により、本
奨学金と同額に減額される。

対　象 JASSOの定める条件（本学での成績、家計基準）を満たす学生のみ対象。

給付額

※ 2019年度のセメスター留学は英語圏・中国語圏ともに、この制度（奨学金）に採択さ
れました。

【中国語圏（最大8名）】
・中国及び台湾：30万円給付（月額 6 万円× 5 か月間）
【英語圏（最大21名）】
・ニュージーランド：28万円給付（月額 7 万円× 4 か月間）
・その他英語圏：32万円給付（月額 8 万円× 4 か月間）

短期留学（3～4週間）
名　称 NEWNEWNEW  國學院大學短期留学グローバル・チャレンジ奨学金制度

対　象 本学が実施する短期留学に初めて参加し、優れた学修成果を収めた学部学生

給付額 留学終了後　10万円給付
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協定留学（1～2学期間）
名　称 國學院大學協定留学及び認定留学奨学金制度

対　象 協定留学又は認定留学により留学する者

選　考 学業成績、協定留学選考試験の成績等
給付額 1 学期間につき15万円給付（1 学期間15万円、2 学期間30万円）

名　称 NEWNEWNEW  國學院大學協定留学「標
しるべ

」奨学金制度
対　象 2 学期間の協定留学に参加する学部学生のうち特に優秀な者（年間最大 4 名）

選　考 学業成績、外国語検定試験のスコア、協定留学選考試験の成績等

給付額 2 学期間の留学中、月額 6～8 万円給付

休学留学（1～4学期間）
名　称 休学留学に伴う授業料減免制度

減免額 【1学期間の場合】授業料の半額、維持運営費の全額及び施設設備費の 4 分の 1
【2学期間の場合】授業料・維持費全額免除、施設設備費半額免除

注　意
授業料減免を受けるためには、決められた期間内に所定期間以上、語学学校等に通う必
要があるなど、所定の条件があります。留学以外の各種活動（ボランティア・インター
ンシップ等）は減免の対象となりません。また、休学した期間分、卒業は延期となります。
詳細はp.21参照の上、学生生活課・たまプラーザ事務課で確認すること。

トビタテ!留学JAPAN　日本代表プログラム　※学外制度

内　容
「トビタテ!留学JAPAN日本代表プログラム」は、平成26年からスタートした官民協働
で取り組む海外留学支援制度で、2019年度まで募集が決まっています。（2019年度に応
募した場合は2020年度が留学期間となります）。 

対　象

以下は、主な条件です。詳細は必ず各自でHPを確認してください。
・ 留学の目的に沿った「実践活動」（インターンシップ、フィールドワーク、ボランティ

アなど）が含まれている。
　※語学力向上を目的とした留学は対象となりません。
・留学期間が28日以上 2 年以内である。
・留学先において受入機関を確保できる。

給付額
留学開始前に留学準備金・授業料について給付金が支給され、さらに渡航期間中、毎月
奨学金が給付されます。応募コース・留学先によって支援金額は異なりますが、留学費
用の負担を大幅に減らすことができます。詳細は募集要項を確認してください。

選　考 所属大学を通じて応募する必要があります。その後、学内選考、トビタテ事務局による
書類審査・面接選考を通過した場合、採択されます。

詳　細 トビタテ!留学JAPAN公式HP　https://www.tobitate.mext.go.jp/

注　意
選考通過のためには説得力のある留学計画書、外国語検定試験の証明書、留学先からの
受入れ承諾書の取得等が必要となります。また、本奨学金の趣旨にあった留学・活動内
容である必要があります。なお、応募するコースによっては、倍率が7倍以上となります。

募　集
前期　 7 月～ 9 月中旬
後期　12月～ 2 月中旬
※ 本奨学金に応募するには、十分な準備と留学計画を立てる必要があります。
　応募を検討する場合はできるだけ早く、国際交流課へ相談に来てください。



三　校

4　国際交流ガイドブック

Ⅰ．留学を考える
　留学にはあなたの人生をより充実したものにする力があります。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」と考えて安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。せっかくの留学なので、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。
　このワークシートは「自分の思い」を「見える化」するためのものです。しっかりと準備して留学を
成功させましょう！

●　スキル、自分の強み・弱み

●　具体的になぜそうなのか／そこに至るためにどのようなことをしてきたか？

●　今後どうしていきたいか？

●　他人からの意見は？

●　留学の目的（例：語学力を上げる、専門分野を学ぶ、外国人の友人をつくる）

●　卒業後の進路に、留学をどのようにつなげられると思いますか？

●　留学の目標

●　留学先は？
　　①�国・地域・学校（例：語学学校、コミュニティカレッジ、大学�等）

　　②�なぜその国・地域・学校なのか？

●　その他、考えている条件

STEP ₁ 　現在の自分を知る（自己分析）

STEP ₂ 　留学の目的や留学先を考える



三　校

国際交流ガイドブック　5

留学・学生生活の計画ワークシート

STEP 3 　留学スケジュールを計画する

2019年

1 月

2 月

3 月

4 月

5 月

6 月

7 月

8 月

9 月

10月

11月

12月

2020年

1 月

2 月

3 月

4 月

5 月

6 月

7 月

8 月

9 月

10月

11月

12月

2021年

1 月

2 月

3 月

4 月

5 月

6 月

7 月

8 月

9 月

10月

11月

12月

2022年

1 月

2 月

3 月

4 月

5 月

6 月

7 月

8 月

9 月

10月

11月

12月

2023年

1 月

2 月

3 月

4 月

5 月

6 月

7 月

8 月

9 月

10月

11月

12月

2024年

1 月

2 月

3 月

4 月

5 月

6 月

7 月

8 月

9 月

10月

11月

12月



三　校

6　国際交流ガイドブック

STEP 4 　留学に必要な費用を計算する
　留学期間　　　　年　　　　月　　　　日	　〜　　　　　年　　　　月　　　　日

　留学先　（国）　　　　　　　　　（地域）　　　　　　　　（学校）　　　　　　　　　　　　　　　　

（ア）留学費用

　・授業料� 　　　　　　　�円

　・教材費� 　　　　　　　�円

　・宿舎費� 　　　　　　　�円

　・食費� 　　　　　　　�円

　・交通費� 　　　　　　　�円

　・通信費� 　　　　　　　�円
　　　　　　　
　・小遣い� 　　　　　　　��円

　合計�　　　　　　　　　　　　　　　�円

（イ）留学準備費用

　・航空運賃� 　　　　　　　�円

　・海外留学生保険� 　　　　　　　�円

　・査証等諸手続き費用�　　　　　　　�円

　・健康診断費用� 　　　　　　　�円

　合計�　　　　　　　　　　　　　　　�円

（ウ）留学中の日本での費用

　・國學院大學学費� 　　　　　　　�円

　・その他費用� 　　　　　　　�円

　合計�　　　　　　　　　　　　　　　�円
�

　支出合計�　　　　　　　　　　　　　�円

　・自己資金� 　　　　　　　�円

　・家族からの資金� 　　　　　　　�円

　・奨学金�1（　　　　　　　　　　　　　）� 　　　　　　　�円

　・奨学金�2（　　　　　　　　　　　　　）� 　　　　　　　�円

資金合計　　　　　　　　　　　　　　�円

支　出

資　金
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STEP 5 　留学までに必要なことを確認する

STEP 6 　留学前の諸準備をチェックする

　　年　　　月

　　年　　　月

　　年　　　月

　　年　　　月

　　年　　　月

　　年　　　月

　　年　　　月

　1．留学に必要な資金は確保しましたか？� （��Yes��・��No��）　

　2．留学先の学校の入学許可書は入手しましたか？� （��Yes��・��No��）　

　3．留学に必要な査証（ビザ）は取得しましたか？� （��Yes��・��No��）　

　4．留学に行く時期（日時）は決めましたか？� （��Yes��・��No��）　

　5．留学中に滞在する宿舎（ホームステイ先�等）は決まりましたか？� （��Yes��・��No��）　

　6．航空券は手配しましたか？� （��Yes��・��No��）　

　7．海外旅行傷害保険に加入しましたか？� （��Yes��・��No��）　

　8．（大学を休学する場合は）休学手続きと学費減免手続きは済ませましたか？� （��Yes��・��No��）　
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Ⅱ．國學院の留学プログラム

2₀1₉年度留学プログラム一覧

A．夏期・春期短期留学（p.9参照）
　　夏休み・春休みの 3〜4 週間留学。語学研修と文化体験が主目的。

夏

ダブリンシティ大学（アイルランド）
ケープブレトン大学（カナダ）
マニトバ大学（カナダ）
南台科技大学（台湾）
デュースブルク＝エッセン大学（ドイツ）
西部カトリック大学（フランス）

春
セントマイケルズ大学（米国）
アジアパシフィック テクノロジー&イノベーション大学（マレーシア）
復旦大学（中国）

B．セメスター留学（p.11参照）
　　学期中の 4〜6 カ月間留学。中級の語学学修者が上級を目指すことが主目的。

英
語
圏

クライストチャーチ工科大学（ニュージーランド）
マニトバ大学（カナダ）
ミズーリ大学（米国）
ヨーク・セント・ジョン大学（英国）　※年度により募集しない場合もあります。

中
国
語
圏

復旦大学（中国）
国立台湾師範大学（台湾）

C．協定留学（p.15参照）
　　 2 学期間、または 1 学期間の協定校への交換留学。現地の学生と同じ学部授業を履修する留学と、現地の言語を学修

する語学留学があり、留学先協定校により異なります。

英
語
圏

マニトバ大学（カナダ）
ビンガムトン大学（米国）
ヨーク・セント・ジョン大学（英国）

中
国
語
圏

南開大学（中国）
南台科技大学（台湾）
世新大学（台湾）
復旦大学中文系（中国）

そ
の
他

京畿大学校（韓国）
ハノイ大学（ベトナム）

國學院大學で行っている留学プログラムを大きく分類すると下記の3種類となります。
大学のプログラムは単位認定が可能である等の利点がある反面、選択の幅は限られます。

長

短

易 難

夏 期・ 春 期
短 期 留 学

セメスター
留学

協定留学
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長期休暇中に外国語能力向上を目指して、集中的に語学を勉強する3〜4週間の留学入門プログラムです。

A 夏期・春期短期留学

概要 ▶�主な参加資格 事前研修に参加できる本学学生が対象です。

▶�募集 説明会・申込時期は
夏期：4 月〜5 月中旬
春期：10月〜11月下旬
です。

▶�単位認定 原則として、共通教育科目 2 単位として履修登録（単位認定申請）することが
できます。ただし、春期短期留学については、4 年生は単位認定できません。

▶�事前研修 留学出発前に留学オリエンテーションを 3〜4 回行います。

▶�奨学金 本学が実施する短期留学に初めて参加し、優れた学修成果を収めた学部学生に
は留学終了後10万円が給付されます。

◆	プログラム例（プログラムにより異なります）

第 1 週
日：成田空港出発・現地到着
月：クラス分けテスト、キャンパスツアー
火：授業開始
週末：近郊に小旅行

第 2、3 週

月〜金：授業日
　 9 ：00-15：00授業
　15：00-18：00スポーツ、買物など
　19：00-　　　宿題、洗濯など　
週末：市内散策、近郊に小旅行など　

第 4 週
月〜木：授業日
金：最終試験、修了式、お別れパーティ
土：大都市に移動
日：日本へ向け出発

1．夏期短期留学
　　　夏期短期留学は各年度4月に募集、説明会が行われ、5月中旬が参加募集締切となります。
　　　2019年度は、次の6大学で短期留学が実施される予定です。

a.��ダブリンシティ大学（アイルランド）アイルランドの首都ダブリンにて1975年設立。約16,000人がダブリン市内の 3 つのキャンパス
で学ぶ国立総合大学で、国際的な評価も高い。質の高い英語プログラムが年間を通して運営さ
れており、日本以外にもヨーロッパ各国、アジア各国からも留学生が集う。
2019年度の参加費は56万円を予定。（航空券、海外旅行保険、現地での研修参加費・ホストファ
ミリ―滞在費等を含む。昼食費と現地交通費は含まない）。

b.��ケープブレトン大学（カナダ） カナダの東端ノバスコシア州にある1851年創立の州立大学。学生3,500名のうち約1,000名が留
学生と国際色が強い。前半 2 週間は、教室での授業以外にフィールドトリップ・小旅行もある。
後半 2 週間は、他の留学生と共にレベル別授業に参加する。
2019年度の参加費は60万円を予定。（航空券、海外旅行保険、現地での研修参加費・ホームス
テイ滞在費等を含む。昼食費と現地交通費は含まない）。
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2．春期短期留学
　　　春期短期留学は各年度10月に募集、説明会等が行われ、11月下旬が参加募集締切となります。
　　　2019年度の留学先は未定です。平成30年度は下記3大学に向けての短期留学が企画されました。

a.��セントマイケルズ大学（米国） 1904年創設の私立カトリック系リベラル・アーツ・カレッジで、英語教育の分野での評価も非
常に高い。バーモント州最大の都市バーリントンの中心街までバスですぐという便利な立地で
あると同時に、大自然に恵まれた環境に位置する。現地学生との合同授業、近隣の学校や福祉
施設への訪問を通じた「日本文化発信」の機会を活用し、日本社会・文化を自分なりに理解・
整理し、英語で表現する。また、日常生活、課外活動などを通して様々な米国人と交流しなが
ら米国の社会・文化を体験する。
平成30年度の参加費は63万円。（航空券、海外旅行保険、現地での研修参加費・宿泊費・食費・
現地交通費を含む）。

b.��アジアパシフィックテクノロジー
&イノベーション大学（マレーシア）

Asia Pacific Institute of Information Technology（APIIT）が2004年に設立した技術工学、
ビジネスの私立大学。発展目覚しい東南アジアの中心地、クアラルンプール南部にキャンパス
がある。
6 レベルに分かれ、東南アジア、中央アジア、東アジア、中東などから集まった学生と共に英
語力を鍛える。3 つの文化が共存するマレーシアでは英語が共通語として広く使われており、
コミュニケーションのための英語を学べる。
平成30年度の参加費は35万円。（航空券、海外旅行保険、現地での研修参加費・宿泊費を含む。
食費と現地交通費は含まない）。

c.���復旦大学（中国） 上海市中心部から北東へ約 5㎞の場所にある1905年創立の総合大学で、北京大学と双璧をなす
重点大学。上海市中心部から地下鉄で約15分、最寄りの繁華街（五角城）までは徒歩10分。会話・
聴解・読解・文法・語彙等を学ぶと共に、歴史・文化体験の課外活動も。
平成30年度の参加費は38万円。（航空券、海外旅行保険、現地での研修参加費・宿泊費を含む。
食費は含まない）。

c.��マニトバ大学（カナダ） 1887年創立の、カナダ西部で最も伝統のある州立総合大学。レベル別に組み立てられたプログ
ラムで総合的に英語を学ぶ。世界各地からの留学生と授業や課外活動を通じてグローバルな交
流もできる。
2019年度の参加費は55万円を予定。（航空券、海外旅行保険、現地での研修参加費・キャンパ
ス学生寮宿舎費、主な食費等を含む）。

d.��南台科技大学（台湾） 台湾、台南市の北東部にて、1969年に創立された総合大学。在来線「台南」駅から約 4㎞の場
所にあり、都市部の利便性と農村ののどかな雰囲気が融合した環境。中国語教育を専門とする
南台科技大学中国語センターで中国語を学ぶ。
2019年度の参加費は36万円を予定。（航空券、海外旅行保険、現地での研修参加費・宿舎費を
含む。食費と現地交通費は含まない）。

e.��デュースブルク＝エッセン大学（ドイツ）

ⒸUDE

1891年に創立したデュースブルク大学がエッセン大学と合併し、2003年にデュースブルク＝エッ
セン大学となった。総合大学で、学生数約 4 万人のうち、留学生が約18%を占める。プログラ
ムではエッセンキャンパスに滞在し、近郊の地域への訪問も行い、ドイツの歴史・文化も探究
する。
2019年度の参加費は45万円を予定。（航空券、海外旅行保険、現地での研修参加費・宿泊費を
含む。食費と現地交通費は含まない）。

f.��西部カトリック大学（フランス） 1875年創立の神学・宗教学部、教育学部、人文社会科学部、理学部、商経学部から成る総合大学。
プログラムでは、大学付属の国際フランス語教育センター（CIDEF）にて、文法、読解、作文
からリスニング・スピーキングを通して、フランス語の総合的な能力向上を目指す。また、週
末の課外エクスカーションでフランスの歴史や文化を知る。
2019年度の参加費は65万円を予定。（航空券、海外旅行保険、現地での研修参加費・宿泊費、
主な食費等を含む。現地交通費は含まない）。
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B セメスター留学

a.��クライスト�
チャーチ工科大学�
（定員8名）

▶�留学先 ニュージーランド、南島最大の都市Christchurchに位置する国立工科大学。

▶�プログラム概要 Language Self Access Centre（外国語自習施設）や図書館などを利用しな
がら、多様な留学生とともに英語コミュニケーション力を向上させる。プログ
ラム後半では、週 8 時間以上のボランティアに参加し、実際の職場で英語コミ
ュニケーションを実践し、将来の就業にも備えます。ホストファミリー宅に滞
在し、日本語が通じない家族に囲まれて生活することで、ニュージーランドの
文化理解を促進し、英語力の向上も目指す。

b.��マニトバ大学�
（定員8名）

▶�留学先 カナダ、マニトバ州 Winnipeg に位置する州立の総合大学。

▶�プログラム概要 IEP（Intensive English Programme）-Businessに参加する。中級から上級
の英語学修者が対象で、ビジネスで活用可能な英語を中心に学修する。このプ
ログラムの半分は外国人英語学修者の上級者向け授業で、Language Stream
と呼ばれ、正確かつスムーズな英語コミュニケーションスキルの獲得を目指す。
残 り 半 分 は ビ ジ ネ ス 英 語 と ビ ジ ネ ス の 基 本 的 な 考 え 方 を 学 ぶ 授 業 で、
Business Stream と呼ばれる。

セメスター留学は、高い語学能力習得を目的に4〜6カ月間の留学を行うプログラムです。2年生以上であれば、
学科・学年を問わず参加できますが、各プログラムは2年生の参加を想定して準備されています。下記は2019
年度の情報です。派遣先は変更の可能性があります。詳細は説明会で必ずご確認ください。

1．英語圏セメスター留学

概要 ▶�参加対象 本学学部生（留学開始時の学年は 2 年生以上である必要があります。）

▶�主な応募資格 ・ TOEIC Listening and Reading テスト550点または TOEFL-PBT/ITP480
点（マニトバ大学のみ500点）。ヨーク・セント・ジョン大学への応募につい
てはIELTS（5.0以上）のスコアも利用可能。

　※ただし、在学中の過去 2 年間に受検したスコアに限ります。
・ セメスター留学参加の前年度後期に、修学相談の対象となっていないこと。

▶�単位認定 本学での所属学科・学年、留学先により異なりますが、8〜20単位程度が認定
される予定です。詳細は募集要項で確認してください。

▶��準備、申込み、�
留学期間

留学申込みまでに基準の英語テストスコアを入手する必要があります。
留学する年の 2 月に説明会を行い、3 月上旬を申込み締切とします。
定員に達しない場合は、4 月上旬を締切に追加募集をします。
締切時点で定員を上回った場合、留学前年度のGPA上位者を優先します。
留学は 8 月下旬/9 月上旬から12月中旬/下旬までの約 4 カ月を予定しています。

▶��留学中の学費、�
奨学金

本学には通常通りの学費を納入する必要があります。
セメスター留学参加者は本学からの助成金（35万円）を申請できます。（ただし、
ヨーク・セント・ジョン大学は留学先授業料が免除されるため、助成金の支給
はありません）。
また、助成金とは別に、成績優秀者には「学習奨励金」（10万円）が留学終了後
に授与されます。平成30年度は、17名の参加者のうち10名が対象となりました。
※�2019年度は、独立行政法人日本学生支援機構（JASSO）の海外留学支援制度
（協定派遣）に採択されました。（詳細はp.2参照）。
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c.��ミズーリ大学�
（定員8名）

▶�留学先 米国、ミズーリ州Columbiaに位置する、州立総合大学。

▶�プログラム概要 LEAD（Leadership through English Advancement & Development）
Programは、州を代表する学園都市という環境を利用し、授業・交流・職場
体験を通じ英語コミュニケーション力と米国社会への理解向上を目指す。また、
クラスメイトとなる東アジア各地からの留学生との交流を通じてアジアに関す
る認識を深める機会ともなる。プログラム後半には職場体験が組み込まれており、
参加学生は職場体験を目標に英語学修を行う。宿泊にはキャンパスに隣接する
学生会館を利用。東アジアの留学生と共同生活を行う。

d.��ヨーク・セント・ジョン
大学�
（2019年度は2名）
　※�定員は年度により異なる

▶�留学先 英国、ヨークに位置する、国立大学。

▶�プログラム概要 General English Programmeは、文法、語彙、発音の知識を固め、4 技能を
伸ばすカリキュラム。世界各地の留学生や現地の学生との交流を通じて、英国
文化と異文化の理解を深める機会も多い。選択授業には、アクティブラーニン
グ形式の授業「Integrated Skills」やIELTS対策授業が5週間単位で開講。ホー
ムステイし、バス通学となる。

▶�募集・参加費用 2 月の説明会時点で募集人数が発表される。年度によっては募集しない場合も
ある。応募資格として、TOEIC・TOEFL-PBT/ITPに加えて、IELTS（5.0以上）
も利用可能。ヨーク・セント・ジョン大学のみ留学先大学の授業料が免除され
るため、セメスター留学助成金（35万円）は支給対象外となる。

英語圏セメスター留学参加費目安
大学名 マニトバ大学� ミズーリ大学� クライストチャーチ工科大学� ヨーク・セント・ジョン大学�

留学期間 16週 16週 18週 15週 
備考 寮宿泊の場合 宿泊費に朝・晩の食費含む 助成金35万円なし 
授業料 ¥450,000 ¥650,000 ¥550,000 免除
施設使用等の諸費用 ¥45,000 ¥200,000 ¥80,000 ¥0
航空券・ビザ等の旅行費用 ¥265,000 ¥290,000 ¥170,000 ¥215,000
保険料・安全対策費用 ¥50,000 ¥50,000 ¥58,000 ¥50,000
事前語学研修費用 ¥10,000 ¥22,500 ¥22,500 ¥22,500
語学検定費用 ¥3,700 ¥3,700 ¥3,700 ¥3,700
宿泊費 ¥420,000 ¥160,000 ¥350,000 ¥340,000
食費（概算） 寮費に含まれる ¥140,000 ¥100,000 ¥30,000
現地交通費（概算） ¥0（通学は徒歩） ¥0（通学は徒歩） ¥90,000 ¥160,000
合計 ¥1,243,700 ¥1,516,200 ¥1,424,200 ¥821,200

※ 1 上記留学費用の他に國學院大學の学費がかかります。　※ 2 「概算」と書かれている費用の支出額には個人差があります。
※ 3 お小遣い、携帯電話、教科書代等、日本に居てもかかる生活費は記載されておりません。

　カナダ生活で学んだのは英語だけではない。多様な国籍、文化が入り混じ
るカナダで過ごす中で、個人としてのアイデンティティーの確立の大切さを
学ぶことができた。クラスには主に東アジア、または南米の学生が多くいた
が、出身国または母国に誇り・自信を持っていた。私には日本の良いところ
を何か所も熱を持って紹介することは難しく、自分の母国理解度が低いよう
に感じた。また、他国民が抱く、日本・日本人についての印象・理解につい
て触れることもできた。カナダでは、自分自身は何者なのか、自分は何を考
えるのか、何をしたいのか・できるのかを理解し、他者に発信・主張するこ
とが一般的であった。自己理解、さらには他己理解を深め、自己開示をして
いくこと。また、他者との違いを理解し、融合を図るということが、今後の
自分にとってとても重要なポイントになるだろうと感じた。
　英語力向上については、まずホストファミリーと過ごす時間を増やした。
意識的にリビングで過ごす時間を増やし、ホストファミリーに話しかけるよ
うに心がけないと挨拶程度で一日が終わっていたと思う。さらに、毎週木曜
日の夕方、英語を学ぶ日本人と日本語を学ぶ他国の方が交流できる「ランゲー
ジエクスチェンジ」に参加し、その度に自分の英語の出来なさを痛感し、毎
回心が折れそうになりながら帰宅していたが、その経験が自分の英語力向上
に役立ったと思う。

　國學院大學の私たち 2 人以外のクラスメートは全員韓国人だったので、毎
日英語だけの環境に。英語を話すという面では非常に成長できましたが、決

してすべてが順調であったわけではありません。文化の違いによるすれ違い
や、他国の留学生との衝突もありましたが、結果として問題解決能力向上に
繋がったと思います。授業はプレゼンテーションやディスカッションがメイ
ンで、私は苦手意識を持っていました。そこで、人よりも早めに課題に取り
掛かるように心がけたり、練習を重ねたりして、人並み以上に努力すること
を意識していました。必死に頑張ったことによって自分の弱点を克服し、人
前に立つことが苦手、という自分の性格を少し変えられたように思います。
また、留学を通じて、アメリカに対する見方が180度変わりました。実際に
アメリカ人と話してみたら、性格が非常にオープンで明るい人が多かったで
す。アメリカではsmall talkという世間話のようなものを初対面同士でも
普通におこなっていて、気軽なコミュニケーションの大切さを学びました。

　英国を選んだのは、欧州に位置し、様々な国と近く、より多くの文化背景
を持つ人と出会うことのできること、ホームステイができること、そして、
國學院から初めて行く学生になることが理由。初めてである分、情報が少な
く、どのような生活になるかわからないという不安がありましたが、その分
主体的に行動するチャンスが増え、有意義な留学になるのではないかと考え
ました。3 年次後期の留学は、就職活動の準備期間と重なるため懸念はあり
ましたが、「行かないと絶対後悔する」と思い参加を決意。留学中は日本サー
クルに所属し、現地の学生と一緒に企画を立案・運営。さらに日本語学科の
授業アシスタントも経験。英語が思うように使えなくて苦しんだときは、わ
かるようになるまで質問したり、放課後に先生に個人レッスンをお願いした
り、英語教授法を学んでいる現地の学生に教えてもらったりしました。努力
している間は思うようにうまくいかず、つらいこともありましたが、後から
振り返るととても充実していました。

マニトバ大学セメスター留学
法律学科　今井　亜壮

ミズーリ大学セメスター留学
日本文学科　水口　彩音

ヨーク・セント・ジョン大学セメスター留学
外国語文化学科　紺田　早百合
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2．中国語圏セメスター留学

概要 ▶�参加対象 2 年生以上の全学部学生
※中国文学科中国語教養プログラム選択者の 2 年生は必修。

▶�留学先 復旦大学（中国、上海）
国立台湾師範大学（台湾、台北）

▶�主な応募資格
　（平成29年度以降入学者）

＜共通要件＞
セメスター留学参加の前年度後期に修学相談の対象となっていないこと。

＜中国文学科＞
セメスター留学参加の前年度までに、下記の（ア）〜（ウ）のいずれかの条件
を満たし、且つ中国文学科専門科目の学科基礎科目のうち「中国語基礎演習」 

「中国語演習 1」のいずれか 1 科目の単位を修得していること。

（ア） HSK（漢語水平考試）2 級以上に合格。HSK5 級及び 6 級の場合は180点
以上。

（イ） 中国語検定 4 級以上に合格。
（ウ） 共通教育プログラムの中国語科目（「中国語Ⅰ〜Ⅳ」、「入門中国語」）のう

ち、いずれか 4 単位（2 科目）以上修得していること。

＜その他の学科＞
セメスター留学の前年度までに、下記の（ア）〜（ウ）のいずれかの条件を満
たしていること。

（ア） HSK（漢語水平考試）2 級以上に合格。HSK5 級及び 6 級の場合は180点
以上。

（イ） 中国語検定 4 級以上に合格。
（ウ） 共通教育プログラムの中国語科目（「中国語Ⅰ〜Ⅳ」、「入門中国語」）のう

ち、いずれか 4 単位（2 科目）以上修得していること。

※平成28年度以前入学者については国際交流課で確認してください。

▶�単位認定 所属学科・学年により異なりますが、最大16単位が認定される予定です。
詳細は募集要項で確認してください。

▶�準備、申込み、
　�留学期間

留学する年の 1、2 月に説明会を行い、4 月上旬を申込み締切とします。
留学期間は復旦大学の場合、9 月上旬から 1 月中旬までの約 4 カ月、国立台湾師
範大学の場合、8 月下旬から 2 月下旬までの約 6 カ月を予定しています。

▶�留学中の学費、
　�奨学生

本学には通常通りの学費を納入する必要があります。
セメスター留学参加者は本学からの助成金（35万円）を申請することができます。
また、助成金とは別に、成績優秀者には「学習奨励金」（10万円）が留学終了後
に授与されます。平成30年度は、29名の中国語圏留学参加者のうち基準を超え
た 3 名が奨励金の対象となりました。
※�2019年度は、独立行政法人日本学生支援機構（JASSO）の海外留学支援制度
（協定派遣）に採択されました。（詳細はp.2参照）。

▶�留学の目標 参加者は全員、留学前と留学後にHSKを受験します。留学中に1級以上レベルアッ
プすることを目標とします。
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a.��復旦大学�
（定員設定なし）

▶�留学先 中国、上海市に位置する総合大学（北京の北京大学と双璧をなす重点大学）

▶�プログラム概要 約 4 カ月間、中国語教育を専門とする復旦大学国際文化交流学院で中国語を学
修する。復旦大学国際文化交流学院には常時約500〜600名の留学生が在学して
いる。留学開始時にはクラス分け試験を受け、各自の中国語力に応じたクラス

（1クラス約20〜25名）に振り分けられ、世界中から集まる留学生たちと一緒に
学ぶ。

b.��国立台湾師範大学�
（定員設定なし）

▶�留学先 台湾、台北市の中心部に位置する国立大学。

▶�プログラム概要 約 6 カ月間、中国語教育を専門とする国立台湾師範大学中国語センター（国語
教学中心）で中国語を学修する。中国語センターには常時約1500名の留学生が
在学している。留学開始時にはクラス分け試験を受け、各自の中国語力に応じ
たクラス（1 クラス約 6 名〜9 名）に振り分けられ、世界中から集まる留学生
たちと一緒に学ぶ。
台湾では、漢字は繁体字を使用するため、授業で使用する漢字もすべて繁体字
となる。発音記号は注音符号とピンインを用いる。

　2 年生まででマレーシア、フィリピンに英語の短期語学留学を
経験し、中国人・台湾人・中華系ミャンマー人・中華系マレーシ
ア人と友達になりました。英語だけでなく、中国語ができたらもっ
と多くの人と深く関われ、仕事や旅行にも役立ち、将来の選択肢
が増えること、さらに自分の世界が広がると感じたことから、残
りの学生生活を使い、中国語を真剣に学びたいと考えました。復
旦大学を選んだのは、留学費用が比較的安いこと、非常に有名な
大学であること、様々な国から来た留学生と一緒に中国語を学べ
るところに魅力を感じたからです。留学の目標は、HSK5級取得、
中国文化を学ぶこと、中国の日系企業を知ること。復旦大学の英
会話サークルに参加したり、日中交流イベントで日本語を教えた
りして、仲良くなった中国人と連絡を取り続けるようにしました。
最初は中国語がうまく話せないことについて恥ずかしさを感じて
いましたが、自分から中国人に関わるようにした結果友達も増え、
中国語の宿題を教えてくれたり、家に誘って泊めてくれたり、料
理をふるまってくれたりしました。現地での就活イベントは都合
が合わず参加できなかったのは心残りですが、目標だったHSK5
級にも合格でき、帰国後は 6 級合格を目指しています。

　南台科技大学は、中国語学修はもちろんのこと、文化学習の授
業が充実していました。陶芸、伝統的な人形作り、書道の授業も
あり、文化学習の授業では小籠包を食べにも行きました。学校付
近のお店では簡単な日本語が話せる親日家も多いです。最初は指
差しで物を買っていましたが、次第にお店の人との会話を楽しめ
るようになりました。台湾は物価が安く、節約すれば 4 カ月間の
食費を10万円程度に抑えられます。寮は 4 人部屋です。國大生だ
けでなく日本語学科の一年生の台湾人とも同室だったため、たく
さんの中国語の豆知識を教えてくれ、帰国後も連絡を取り続けて
います。中国語の習得については、留学前は事前語学研修にすべ
て出席するほか、自分でも参考書を使って学習を進めました。留
学後も自習を継続するほか、教科書の予習・復習を徹底。帰国後
は協定留学を目指しており、在学中にHSK6 級、中国語検定 2 級
合格を目標としています。将来は中国語を使って仕事をしたいで
す。
※�平成30年度の台湾の派遣先は、南台科技大学でしたが、2019
年度より国立台湾師範大学に変更いたします。

復旦大学セメスター留学
外国語文化学科　横堀　晴奈

南台科技大学セメスター留学
中国文学科　荒井　一斗

中国語圏セメスター留学参加費目安
大学名 復旦大学 国立台湾師範大学

留学期間 19週 25週
授業料 ¥220,000 ¥300,000
航空券・ビザ等の旅行費用 ¥7,000 ¥20,000
保険料・安全対策費用 ¥130,000 ¥130,000
事前語学研修費用 ¥60,000 ¥75,000
語学検定費用 ¥10,000 ¥10,000
宿泊費 ¥15,000 ¥15,000
食費（概算） ¥350,000 ¥320,000
現地交通費（概算） ¥120,000 ¥240,000
合計 ¥912,000 ¥1,110,000

※ 1 上記留学費用の他に國學院大學の学費がかかります。　※ 2 「概算」と書かれている費用の支出額には個人差があります。
※ 3 お小遣い、携帯電話、教科書代等、日本に居てもかかる生活費は記載されておりません。
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C 協定留学

協定留学は、海外協定校で交換留学生として学ぶ留学で、留学先での学費は免除されます。1年間（2学期間）
の協定留学をした上で、4年間で学部卒業をする学生も多くいます。協定留学には、現地の学生と共に学部授
業に参加する留学と、留学先で話されている言語を学ぶ語学留学があります。下記は2019年度の情報です。�
派遣先は変更の可能性があります。詳細は説明会で必ずご確認ください。

1．協定留学の目的 ▶��学部授業留学の場合 留学先大学の学部授業に参加します。

▶��語学留学の場合 留学先国・地域の語学を学びます。

2．�協定留学の�
単位認定

▶��学部授業留学の場合 留学先で取得した単位は、30単位を限度として要卒単位への単位認定を申請で
きます。

▶��語学留学の場合 留学先で取得した単位は、30単位を限度として要卒単位への単位認定を申請で
きます。ただし、認定される科目・単位数は非常に限られます。

概要 ▶�参加対象 留学開始時点で本学に 2 学期以上在学している本学学部学生。

▶�主な応募資格

▶��準備、申込み、�
留学期間

留学する前年の11月頃に説明会を行い、出願期間は翌 1 月中旬です。
留学期間は半年（1 学期間）または 1 年間（2 学期間）です。

▶�選考 提出された書類、筆記試験、面接（外国語、日本語）および派遣先国での適応
能力等を総合して選考されます。筆記試験、面接の実施日は、2 月上旬を予定。

▶�留学中の学費、
　�奨学金

留学期間中の協定校への授業料は原則として免除されますが、本学への学費は
全額納入が必要です。

「國學院大學協定留学及び認定留学奨学金制度」（2学期間30万円、1学期間15万円）
が適用されます。また、國學院大學協定留学「標

しるべ

」奨学金制度（月額最大8万円）
を受給できる可能性があります。（詳細はp.3参照）。
その他に、日本学生支援機構による「1年以内の海外留学」を対象とした奨学金
が適用される場合があります。

▶�留学中の身分 協定留学は、留学中も本学学則が適用され、外国大学での在学期間は本学での
修業年限に算入されます。（算入する年限は 2 学期間を限度とします）。

▶�履修の保留 本学での通年開講科目については、事前に履修保留の手続きをとることによって、
協定留学開始前の学期（前期）と翌年度の後期に分けての履修が認められる場
合があります。

英語圏 a . カナダ、マニトバ大学 TOEFL-PBT/ITP550点、TOEFL-iBT86点、IELTS6.5
b . 米国、ビンガムトン大学 TOEFL-PBT/ITP550点、TOEFL-iBT80点
c . 英国、ヨーク・セント・ジョン大学 IELTS6.0（かつ全ての項目において5.5以上）

中国語圏 d . 中国、南開大学
HSK:漢語水平考試 4 級以上※、中国語検定 3 級以上、TOCFL:華語文
能力測験（聴力・閲読）基礎級以上のいずれかを取得しているe . 台湾、南台科技大学

f . 台湾、世新大学

g . 中国、復旦大学中文系 HSK:漢語水平考試 5 級180点以上※、中国語検定 2 級以上、TOCFL:
華語文能力測験（聴力・閲読）進階級以上のいずれかを取得している

※HSK漢語水平考試の基準についての詳細は、国際交流課までお問い合わせください。

その他 h . 韓国、京畿大学校 コリア語コース受講希望者…国際交流課までご相談ください。
正課一般科目受講希望者…韓国語能力試験（TOPIK）5 級相当以上

i . ベトナム、ハノイ大学 ベトナム語コース受講希望者…国際交流課までご相談ください。
英語での正課一般科目受講希望者…英語圏の大学の条件と同じです。
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3．協定留学対象校 協定留学が可能なのは、下記の協定校に限られます。また、「学部授業留学」のみが可能な大学もありま
すので、ご注意ください。なお、協定留学生としての派遣は「学部授業留学」対象者が優先されます。

a.��マニトバ大学 ▶��留学先 1887年創立のカナダ西部で最も伝統のある州立総合大学。夏期短期留学、セメ
スター留学の留学先でもある。主にFaculty of Artsの授業が履修可能で、文学
部（哲学科美学・芸術学コースを除く）宗教学系統は比較的履修可能授業数が多
い。そのほか、政治学系、経済学部系も履修可能。一方、教育学系統については
履修が不可ではないが、非常に限られる。

b.��ビンガムトン大学 ▶��留学先 米国ニューヨーク市の北西200km、ニューヨーク州の中央に位置するベスタル
にキャンパスを構える州立大学。約15,000人の学生が学ぶ同大学は学部教養教育
においても、大学院の研究においても高い評価を常に受けている。日本を含むア
ジア研究にも力を入れており、アジア・アジア系米国人学科がある。経済学領域
以外で幅広く履修可能な科目がある。

c.��ヨーク・セント・ジョン大学 ▶��留学先 1841年に設立され、イングランド北部のヨークに位置する国立大学。教員養成
機関だった 2 つのカレッジが統合され、現在の大学の前身となった。約5,000人
の学生が学んでおり、世界40ヶ国からの留学生が共に学ぶ。キャンパスは街の
中心地から徒歩数分。大学構内に学生寮がある。初等教育学、英語教授法に強い。
2019年度は、法学部（法律、政治）領域を除く、教育学、文学や言語学、スポー
ツサイエンスなど幅広い授業が履修可能。

d.��南開大学 ▶��留学先 1919年創立、中国における重点大学の一つ。周恩来元首相の母校。文学・外国語・
歴史・哲学・経済・物理など22学部49学科からなり、学生数は約 2 万人、世界
20数カ国から留学生を受け入れる。天津市南開区に位置し、生活に便利な立地。
学部授業留学のみならず、漢語言文化学院での中国語学留学も可能。滞在はキャ
ンパス内の寮。

e.��南台科技大学 ▶��留学先 台湾、台南市の北東部に位置する、1969年に創立された総合大学。在来線「台南」
駅から約 4㎞の場所にあり、都市部の利便性と農村ののどかな雰囲気が融合した
環境。学部授業留学のみならず、中国語センターでの中国語学留学も可能。寮費
は免除される予定。

f.��世新大学 ▶��留学先 台北市に位置する、1956年創立の私立総合大学。世界新聞職業学校を前身とし、
台湾ではジャーナリズム関係の研究で有名。マスコミ、映画業界等で活躍する卒
業生が多い。新聞コミュニケーション学部、経営学部、人文社会学部、法学部を
持つ。寮費は免除される予定。

g.��復旦大学中文系 ▶��留学先 上海市に位置し、北京大学と双璧をなす重点大学。人文科学、社会科学、自然科
学、工学、経営学、医学を網羅する総合大学。キャンパスには教室棟、図書館、
各研究所等の文教施設、体育施設も充実しており、教職員、学生、留学生などの
宿舎、公園などもある。食堂、商店、銀行、理髪店など生活に必要な施設もあり、
キャンパス自体が一つの街。寮に滞在する。

h.��京畿大学校 ▶��留学先 韓国、ソウル南に位置する水原にキャンパスを持つ。1947年に設立され、17,000
人以上の学生が学ぶ。観光学とホスピタリティ経営の分野に強みを持つ。学部授
業留学の場合は留学先授業料が免除される。コリア語を学ぶ語学留学の場合、参
加費用については国際交流課に問い合わせてください。

i.��ハノイ大学 ▶��留学先 ベトナムの首都、ハノイに位置し、ハノイ外国語大学を前身とする大学。1959
年に設立され、英語、ロシア語、中国語、日本語、フランス語など18の言語のコー
スを持っている。キャンパス内の寮に滞在。協定留学ではベトナム語を初級から
学ぶコース、または英語で学ぶ、ビジネス、観光、金融、会計、国際関係学の各
コースを選択できる。

学部授業留学 語学留学
マニトバ大学（カナダ） ○
ビンガムトン大学（米国） ○
ヨーク・セント・ジョン（英国） ○
復旦大学中文系（中国） ○

学部授業留学 語学留学
南開大学（中国） ○ ○
南台科技大学（台湾） ○ ○
世新大学（台湾） ○
京畿大学校（韓国） ○ ○
ハノイ大学（ベトナム） ○ ○



三　校

国際交流ガイドブック　17

D 認定留学

認定留学は、休学することなく、海外の大学に1学期間または2学期間留学し、本学での単位が認定される可能
性のある留学制度です。世界中のどの大学についても単位認定の道が開かれている長所の反面、本学にも留学
先大学にも学費を払う必要がある短所があります。「休学」ではないので、認定留学をしても4年間で学部を卒
業できる可能性があります。

★留学相談のすすめ★

単位取得計画、卒業時期の検討の際は、国際交流課の留学相談へお越しください。
予約方法：「国際交流ガイドブック」裏表紙参照。

協定留学参加費目安（2学期間分）
大学名 マニトバ大学 ビンガムトン大学 ヨーク・セント・ジョン大学 京畿大学校

授業料 免除 免除 免除 免除
施設費用等の諸費用 ¥0 ¥120,000 ¥30,000 ¥0
航空券・ビザ等の旅行費用 ¥223,000 ¥240,000 ¥312,000 ¥150,000
保険料・安全対策費用 ¥116,000 ¥106,000 ¥120,000 ¥150,000
宿泊費 ¥640,000 ¥1,070,000 ¥560,000 ¥350,000
食費（概算） ¥450,000 ¥600,000 ¥170,000 ¥250,000
合計 ¥1,429,000 ¥2,136,000 ¥1,192,000 ¥900,000

大学名 南開大学 南台科技大学 世新大学 復旦大学中文系
授業料 免除 免除 免除 免除
航空券・ビザ等の旅行費用 ¥115,000 ¥140,000 ¥140,000 ¥115,000
保険料・安全対策費用 ¥150,000 ¥150,000 ¥150,000 ¥150,000
宿泊費 ¥350,000 免除 免除 ¥300,000
食費（概算） ¥300,000 ¥300,000 ¥400,000 ¥300,000
合計 ¥915,000 ¥590,000 ¥690,000 ¥865,000

※ 1 上記留学費用の他に國學院大學の学費がかかります。
※ 2 協定留学の費用目安は 2 学期間分の費用を想定して算出されています
※ 3 「概算」と書かれている費用の支出額には個人差があります。
※ 4 お小遣い、携帯電話、教科書代等、日本に居てもかかる生活費は記載されておりません。
※ 5 ベトナムへの協定留学に係る費用については、別途国際交流課にお尋ねください。



三　校

18　国際交流ガイドブック

Ⅲ．国際インターンシップ

a.��マレーシア
インターンシップ
プログラム

▶��期間 夏期休暇中（8 月〜9 月）または春期休暇中（2 月〜3 月）の約 4 週間
▶��派遣先 マレーシア（クアラルンプール）、ベルジャヤ大学関連企業

▶��概要 前半 2 週間に英語研修、後半 2 週間に企業インターンシップ（不動産、金融、飲食、
ホテル等）。日本にて出発前に現地とのオンライン面接（英語）があります。

▶��参加費 398,000円（朝食、昼食、夕食は含まず）（平成30年度実績）

b.��ベトナムASEAN
企業インターン
シッププログラム

▶��期間 夏期休暇中（8 月〜9 月）または春期休暇中（2 月〜3 月）の約 4 週間
▶��派遣先 ベトナム（ダナン）FPT大学関連企業
▶��概要 前半 2 週間に英語研修、後半 3 週間に企業インターンシップ（ビーチリゾート等）
▶��参加費 328,000円（朝食、昼食、夕食は含まず）（平成30年度実績）

c.��ハワイ
海外ロケインター
ンシッププログ
ラム

▶��期間 夏期休暇中（8 月〜9 月）の中で15日間
▶��派遣先 フジテレビ内会議室、ハワイ（ホノルル）、フジテレビ湾岸スタジオ
▶��概要 （事前学習 3 日間、現地ロケ 8 日間、事後学習/番組収録 4 日間）
▶��参加費 449,000円（朝食、昼食、夕食は含まず）（平成30年度実績）

2019年度の募集、実施スケジュールは未定です。
平成30年度は下記プログラムが企画されました。夏期は5月に募集、説明会等が行われ、6月が参加申込締切で
した。春期は10月に募集、説明会等が行われ、11〜12月が参加申込締切でした。

A 海外インターンシップ

概要 ▶��参加対象 本学学部生。語学力の条件はありませんが、TOEIC450点以上を推奨します。

▶��実施時期・期間 夏期・春期の長期休暇中に 3〜4 週間の期間で実施します。

▶��募集、申込み 募集時期（夏期海外インターンシップは 5 月、春期海外インターンシップは
10月）に事前説明会を実施します。申込みは国際交流課で受付けています。

▶��単位認定 夏期の参加の場合、2・3 年生は 2 単位を上限として単位認定申請を行うこ
とができます。
認定にはキャリアサポート課が実施する所定の事前・事後研修を受け、手続
きを行う必要があります。

▶��企画運営 本学と委託契約を結んだ外部業者が企画運営します。
平成30年度は、株式会社JTBの企画運営により実施しました。

国際インターンシップには、海外で行われる「海外インターンシップ」、「アメリカ初等教育・幼児教育ボ
ランティアTA研修」、「日本語教育実習スタディツアー」と、国内にある国際機関で行われる「国際機関イ
ンターンシップ」があります。募集の詳細はWebサイトでお知らせします。

★海外インターンシップはこんな人にオススメ★
・就職活動に向けて、他の学生と自分を差別化したい！自己PRのネタがほしい！
・巨大アジア・新興国市場は発展がめざましいため、その現場を自分の目で見に行きたい！
・就職は国内でしたいけれど、グローバルな視点をもつために海外経験を積みたい！
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B アメリカ初等教育・幼児教育ボランティアTA研修

C 日本語教育実習スタディツアー

概要 ▶��内容 米国の小学校等を自分の目で視察し、ティーチングアシスタントとして職場
体験することで、米国の教育事情について理解を深めます。

▶��参加対象 全学部学科の学生

▶��実施時期・期間 春期休暇中（2 月〜3 月）に 3 週間の期間で実施します。

▶��募集、申込み 事前説明会は 7 月頃、募集は 9 月頃に行います。
申し込みは、たまプラーザ事務課、国際交流課で受け付けています。

▶��企画運営 本学と委託契約を結んだ外部業者が企画運営します。平成30年度は、一般社
団法人CIEE国際教育交換協議会の企画運営により実施しました。

概要 ▶��内容 台湾の協定校、南台科技大学の日本語サマーキャンプに日本語教師実習生と
して参加します。

▶��参加資格 次のいずれかを満たすことが条件です。（選考があります）
・ 大学院文学研究科に所属し、高度国語・日本語教育または日本語学を専攻

する学生
・日本文学科で日本語学を専攻する学生
・ 学部に所属し、副専攻「日本語教育（日本語教員養成課程）」を選択して

いる学生
・ 大学院または学部に所属し、日本語教育に興味を持つ学生のうち、日本語

教育を専門とする本学専任教員の推薦がある学生

▶��実施時期・期間 夏期休暇中（8 月〜9 月）の約 2 週間。

▶��参加費（目安） 約12万円（実習費、宿泊費、航空券、海外旅行保険 等）
※ 食費・現地での交通費は含まれません。

▶��募集、申込み 募集時期（4 月）に事前説明会を実施します。

a.��「教師アシスタント」�
プログラム

▶��派遣先 米国ユタ州の公立小学校
▶��概要 通常授業にアシスタントとして参加します。

現地での使用言語は、英語です。事前に英語でのインタビューテストを電話に
て受ける必要があります。

▶��参加費（目安） 約43万円（平成30年度実績）

b.��「チャイルドケア」�
プログラム

▶��派遣先 米国カリフォルニア州サンフランシスコの幼稚園
▶��概要 バイリンガル幼稚園等でボランティアをします。

現地での使用言語は、英語のみ、または、日本語と英語です。
▶��参加費（目安） 約43万円（平成30年度実績）

c.��「日本語教師�
アシスタント」�
プログラム

▶�派遣先 米国カリフォルニア州サンフランシスコの小学校
▶�概要 日本語の授業（日本人の先生のクラス）にアシスタントとして参加します。 

現地での使用言語は日本語と英語です。
▶�参加費（目安） 約46万円（平成30年度実績）
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D 国際機関インターンシップ（国内）

概要

ⒸYOKE

Ⓒシティネット横浜
　プロジェクトオフィス

▶��内容 みなとみらいにある公益財団法人 横浜市国際交流協会（YOKE）を含む「横
浜国際協力センター」内の国際機関等（8 機関）にて、夏期休暇または春期
休暇中に、100時間のインターンシップを行うプログラムです。

▶��実施時期・期間 （夏期）8 月第 1 週〜9 月20日頃の期間内で100時間
（春期）2 月第 1 週〜3 月20日頃の期間内で100時間

▶��募集、申込み （夏期） 5 月　説明会・募集締切、その後書類選考・面接選考
（春期）10月　説明会・募集締切、その後書類選考・面接選考

▶��参加費 交通費、インターンシップ保険加入費用（210円）

▶��企画運営 本プログラムはYOKEと横浜市内にキャンパスを持つ6大学（横浜市立大学、
横浜国立大学、明治学院大学、フェリス女学院大学、神奈川大学、本学）と
の協働で実施しています。派遣先・参加対象は、募集年度によって異なります。
平成30年度は以下 2 つの機関に派遣しました。

a.��公益財団法人　
横浜市国際交流
協会（YOKE）

▶��主な参加資格 人間開発学部の学生
▶��内容 『外国につながる子どもたちの学習支援教室』での学習サポート体験、『在住外

国人を対象とした日本語教室』の見学、『よこはま国際フォーラム』での運営
補助等。
写真は、「みなみ市民活動・多文化共生ラウンジ」での活動の様子。

b.��シティネット横
浜プロジェクト
オフィス

▶��主な参加資格 TOEIC750点程度または英語の環境に抵抗のない國學院大學の学生
▶��内容 「Japan Forum」等のイベント実施に伴うセミナー準備と運営補助、実施後の

報告書作成等、シティネット横浜通信（日本語版広報紙）や広報資料の編集・
翻訳、その他オフィス運営に必要な業務。
写真は、「横浜市消防局 横浜ヘリポート」への訪問の様子。

★プログラムの選び方・参加にあたってのアドバイス★
　海外インターンシップや海外ボランティアのプログラムには、英語などの外国語運用能力を必要とする活動と、
必要としない活動があります。
　「これまで勉強してきた語学を使って何かしてみたい」、「外国語で仕事をしてみたい」と考えている場合は、
語学力が高ければ高いほど選択肢が増え、希望の活動をすることができる可能性が高くなります。また、実習
先によっては、参加目的や実習先で挑戦したいことをはっきり伝えることで、柔軟に対応してくれることも。
外国語でのコミュニケーション力と、自分から進んで取り組み交渉する、積極性が重要です。
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Ⅳ．休学による海外留学
「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。それぞれ、担当部門で詳細をお尋ねください。
　大学院生：　　大学院事務課
　学 部 生：　　休学について……教務課・たまプラーザ事務課
　　　　　　　　休学（海外留学）による授業料等減免について……学生生活課・たまプラーザ事務課
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。

［参考：授業料減免について］
下記は参考情報としてご利用ください。休学して留学する予定の学部生は、事前に学生生活課・たまプラー
ザ事務課で必ず最新の授業料減免に関する説明を受けてください。

1．対象となる留学の条件 　①  休学者個人の私費による、「語学研修等」を目的とする留学であること。
　②  留学する在外研修機関の在学期間は、休学期間が 1 年の場合
 　　・当該年度 4 月 1 日から翌年 3 月31日までの間に28週以上
　③  留学する在外研修機関の在学期間は、休学期間が半期の場合
 　　・前期 4 月 1 日から 9 月30日　→　14週以上
 　　・後期10月 1 日から 3 月31日　→　14週以上
　④  留学する在外研修機関の在学期間は、休学期間が当該年度後期10月1日から3月31日（半期）

引き続き次の年度前期 4 月 1 日から 9 月30日（半期）の場合
 　　・ 1 年の在学期間と見なし、28週以上在学期間を条件とする。

ただし、減免額は半期、半期の扱いとする。
　⑤  受入先研修機関及び教育内容（語学研修等）を証明できること。
　⑥  受入先研修機関から在学期間、語学研修等を受けたことの証明書が取得できること。
※ 留学以外の各種活動（ボランティア・インターンシップ等）は減免の対象となりません。自

分が計画する留学が減免の対象となるかどうかは留学前に学生生活課・たまプラーザ事務課
で確認してください。

2．休学手続 　①  『休学願』を教務課・たまプラーザ事務課へ提出してください。
　②  休学手続日から30日以内に『休学（海外留学）による授業料等減免願』、『留学計画書』、

『誓約書』を学生生活課・たまプラーザ事務課へ提出してください。
　　  上記書類は留学前（渡航前）に必ず提出をしてください。事後の申請は一切認めませんの

でご注意ください。
　　  上記書類の書式は、学生生活課・たまプラーザ事務課で受取ってください。

3．減免額 　①  休学期間が 1 年の場合:
　　 授業料及び維持運営費の全額、並びに施設設備費の 2 分の 1
　②  休学期間が前期または後期の場合:
　　  授業料の 2 分の 1、維持運営費の全額及び施設設備費の 4 分の 1
　　  学生生活課に申請された「授業料等減免願」に基づき、減免後の金額を明記した振込用紙

を保証人宛に送付いたしますので、大学が指定した納入期限までに納入してください。

4．その他 休学期間終了後（復学後）の手続き等については、学生生活課・たまプラーザ事務課の指示に従っ
てください。



三　校

22　国際交流ガイドブック

Ⅴ．留学のための情報収集
A 海外安全対策

「自分の身は自分で守る」意識を大前提とし、渡航先の情報は事前にしっかり調べ、必要な対策を必ず講じてく
ださい。

1.「たびレジ」に登録 滞在先と期間を登録すると、滞在先の最新の海外安全情報や在外公館による緊急一斉通報をメー
ルで受信可能。また、緊急時に国からの支援を素早く受けることが可能となります。
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/

2.��外国に3カ月以上滞在
する場合は、「在留届」を
提出

「在留届」はオンライン提出可能。旅券法第16条により、その地域を管轄する日本大使館または
総領事館に速やかに在留届を提出することが義務付けられています。
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html

3.��海外旅行保険に加入する 海外での病気・けが、置き引き・盗難、学校やホームステイ先の備品の破損など、渡航中の様々
なトラブルに対して備えるため、海外旅行保険に加入すること。

4.��「海外安全虎の巻」を読む トラブル事例を知り、回避方法を知りましょう。それでもトラブルに遭った時どう対応すべき
か知り、備えましょう。
https://www.anzen.mofa.go.jp/pamph/pdf/toranomaki.pdf

5.��現地情報をWEBサイトで
入手する

・外務省「海外安全ホームページ」（http://www.anzen.mofa.go.jp/）
・厚生労働省検疫所「FORTH海外で健康に過ごすために」（http://www.forth.go.jp/）
・現地の公的機関（警察庁など）の情報
・現地の日本大使館・総領事館：外務省のサイト
　（http://www.mofa.go.jp/mofaj/link/zaigai/）からアクセス可能。
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B 留学情報

1．米国 日米教育委員会では留学情報サービス資料室が利用できます。留学アドバイザーがおり、留学
相談が可能です。また、各種留学相談会や説明会も開催されます。
http://www.fulbright.jp/study/

2．英国 ブリティッシュカウンシルのWebサイトで検索が可能です。また、春（3 月または 4 月頃）と
秋（10月中旬）には英国留学フェアが開かれます。
http://www.educationuk.org/japan/

3．カナダ カナダ大使館E・H・ノーマン図書館には留学資料コーナーがあります。また、春（3 月または
4 月）と秋（10月または11月）にはカナダ留学フェアが開かれます。
http://www.canadainternational.gc.ca/japan-japon/

4．中国 ビザに関する手続きについては以下のサイトで調べましょう。
中国査証申請サービスセンター（東京）
https://www.visaforchina.org/TYO_JP/

5．台湾 ビザに関する手続きについては以下のサイトで調べましょう。
台北駐日経済文化代表処
https://www.roc-taiwan.org/jp_ja/

6．韓国 ビザに関する手続きについては以下のサイトで調べましょう。
駐日本国大韓民国大使館
http://overseas.mofa.go.kr/jp-ja/index.do

7．ベトナム ビザに関する手続きについては以下のサイトで調べましょう。
駐日ベトナム社会主義共和国大使館
http://www.vnembassy-jp.org/ja

8．フランス 留学情報は以下のサイトで検索可能です。
Campus France日本支局
https://www.japon.campusfrance.org/ja
アンスティチュ・フランセ東京
https://www.institutfrancais.jp/tokyo/

9．ドイツ 留学情報は以下のサイトで検索可能です。
ドイツ学術交流会（DAAD）東京事務所
https://www.daad.jp/ja/

10．留学全般 日本学生支援機構（JASSO）海外留学情報ページで奨学金など各種情報検索が可能です。
http://ryugaku.jasso.go.jp/

本学では、民間の留学エージェントの紹介はしていません。
休学を利用して留学を行う場合にも、公的機関等の情報を利用して、各種手続きを行うことを薦めています。
民間の留学サービスを利用する場合は、下記のWebページを参考にし、目的に合わせて適切な機関を選びましょう。

J-CROSS
（�一般社団法人�
留学サービス審査機構）

留学サービスの事業者が遵守すべきルール（機関）に照らし合わせ、基準を満たす会社・団体
が認証されています。
http://www.jcross.or.jp/list/

本学の留学制度以外の手段で留学を目指す方は、早い段階での綿密な情報収集が必須となります。
下記は、留学情報を提供している公的な機関のリストです。
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Ⅵ．キャンパスでの国際交流
キャンパスにはさまざまな国際交流の機会があり、留学生を含むすべての國學院大學学生、交換留学生の
参加を歓迎しています。外国語が苦手でも、はじめてで不安でも大丈夫！国際交流課の職員もサポートし
ます。気軽に参加してください。

1．�まずは
K-STEP
アシスタントに
登録しよう

國學院大學に世界中から集まる留学生と一緒に、
　1）国際交流促進に貢献する
　2）共に日本文化について学ぶ
　3）時に留学生の日本での生活をサポートしてあげる
それがK-STEPアシスタントです。応募資格は、『國學院大學の学生であること』のみです。

▶��主な活動内容 ●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

▶��留学生の
出身地域例

米国、カナダ、スペイン、イタリア、中国、韓国、台湾、マレーシア、
ベトナム、英国

▶��登録方法 「K-STEPアシスタント登録フォーム」より登録。
www.kokugakuin.ac.jp/student/abroadstudy/p4/p1

2．�国際交流
イベントに
参加しよう

▶��イベントの情報 イベント等の機会がある度にK-STEPアシスタントに登録し
ている学生には、おしらせメールが配信されます。また、
Facebookグループでもおしらせされます。
Facebookページ→ www.facebook.com/groups/

871822309526771

▶��参加方法 上記お知らせの中に、事前予約の有無や参加方法が含まれています。都度、時
間と興味が合えば、その活動にご参加ください。

▶��International�
Coff�ee�Hour

留学生と日本人学生が自由にお喋りできる場として、学期中は渋谷キャンパス
で毎週定期開催しています。事前予約不要。
参加を希望される方は、まずはK-STEPアシスタントにご登録下さい。

▶��日本の文化
理解・フィールド
トリップ

留学生と共に「日本を学ぶ」ことをその主な目的とし、歌舞伎鑑賞会や博物館
見学等、さまざまなイベントを開催しています。要事前予約。

International Coffee Hour（ハロウィンイベント） International Coff ee Hour（ドッヂボール大会）

ゆっくり簡単な
日本語で話せば

OK！
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Ⅶ．グローバル・チャレンジ・プログラム

1．概要 グローバル・チャレンジ・プログラムは、日本文化を世界に発信できる知識と技能を身につけた、
國學院大學にふさわしいグローバル人材を育成するためのプログラムです。日本文化に関する
基礎科目で単位を取得のうえ、4 つの領域で指定されたグローバル・チャレンジ・ポイントを
獲得し、あわせて 8 ポイント以上を獲得した学生には、「グローバル・チャレンジ・プログラム」
のプログラム修了書が交付されます。

2．プログラム修了要件 プログラム修了のためには下記を全て満たしてください。
1）日本文化に関する基礎項目で単位を取得
　　□「日本文化を知る」「JapanStudies」から 6 単位以上修得する。
　　　　（ただし「JapanStudies」は 2 単位必修）
　　　　※（　）内のテーマが異なれば同一の授業科目名でも複数科目として認められます。
2）グローバル・チャレンジ・ポイントを取得する
　　□ ①外国語力②海外留学の各領域でそれぞれ、2 ポイント以上取得する。
　　□ 全体で 8 ポイント以上を取得する

3．プログラムの目的 グローバル・チャレンジ・プログラムは、本学学生が専門教育および教養総合で学修・研究を
実践しながら学生生活を送るうえで、併せてグローバル人材としての基礎力を身につける道標
となるものです。
このプログラムの修了を目標の一つにして学生生活を送ることで、授業からだけでなく、留学、
課外活動等、グローバル人材に向けて総合的な基礎能力を身につけることができます。

4．プログラムの留意点 このプログラムの要件となっている学修内容は基礎的なものであり、学修・研究・語学力とも
に更に高い目標を持って研鑽することが推奨されます。更に、本学では異文化・社会理解に焦
点を当てた科目も多数開講されています。このプログラムの要件にはなっていませんが、これ
らの授業を活用し異文化理解を高めることも推奨されます。

※ 平成29年度よりポイントの構成が変更されました。平成28年度以前に登録を済ませている方は、
国際交流課までお問い合わせください。

A グローバル・チャレンジ・プログラムとは

B グローバル・チャレンジ・プログラム申請方法

グローバル・チャレンジ・プログラムはグローバル人
材基礎力を身につけるために、在学中の正課授業、
課外活動への方向性を示したプログラムです。

グローバル・チャレンジ・プログラムを目指す学生は、国際交流課で手続きを済ませてください。グローバル・
チャレンジ・プログラムの申請は学年を問いません。2年生以上の学生も随時、申請が可能です。
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GLOBAL 
CHALLENGE 
PROGRAM

GCP
セルフ・チェックシート
　 日本文化に関する基礎科目で単位を取得

授業科目 開講学年 修得単位の必須要件 プログラム修了要件

日本文化を知る 1年生以上 ---
□6単位以上

Japan�Studies 2年生以上 □2単位以上

□　「日本文化を知る」は（　）内のテーマが異なれば同一の授業科目名でも複数科目と認められます。

ポイント区分 修得ポイントの
必須要件 プログラム修了要件

外国語力 □2ポイント以上

□必須要件の4ポイントを含め合計8ポイント以上を獲得

□�海外留学、海外渡航経験、国内での国際交流活動につ
いては、所定の書式による活動報告を提出

海外留学 □2ポイント以上

海外渡航経験 ---

国内での国際交流活動 ---

□　対象となるのは在学時に受験した外国語検定試験、経験した留学や海外渡航、国際交流活動に限ります。
□　外国語力の獲得ポイントは、一言語につき4ポイントが上限です。
□　�海外留学/海外渡航/国内での国際交流活動によるポイント取得には、所定の書式による報告書の提出が必要です。
　　書式・記入サンプル→https://www.kokugakuin.ac.jp/student/abroadstudy/p1/p8
□　同一大学への同一留学プログラムに複数回参加した場合は、ポイントが取得できるのは1回のみとします。
□　�海外渡航によるポイント取得は、1回の渡航、活動参加で1ポイントを目安としますが、「グローバル人材のた

めの基礎力養成」の観点で国際交流推進部が活動報告書を審査の上決定します。
□　�国内での国際交流活動によるポイント取得は、「グローバル人材のための基礎力養成」の観点で国際交流推進部

が活動報告書を審査の上決定します。

　 グローバル・チャレンジ・ポイント
　 を8ポイント以上取得

登録中の
みなさん用
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□　「修了」のゴールが見えてきたら、まず国際交流課へ

　 修了

ポイント区分 検定試験 4ポイント 2ポイント 現在の
ポイント

外国語力

英語

TOEIC 730点以上
TOEFL（iBT） 70点以上 50点以上
TOEFL（lTP） 523点以上 463点以上

英検 準1級以上

中国語

中検 2級以上 3級
HSK6級 180点以上
HSK5級 195点以上 180〜194点
HSK4級 合格

TOCFL（聴力・閲読） 高階級 進階級
ドイツ語 ドイツ語検定 2級以上 3級
フランス語 フランス語検定 2級以上 3級

合計（2ポイント以上必須）

外国語力

ポイント区分 留学の種類 4ポイント 2ポイント 1ポイント 現在の
ポイント

海外留学

協定留学 2学期間 1学期間
セメスター留学 1学期間

夏期・春期短期留学 4週間
私費・休学留学 2学期間 1学期間 4週間

合計（2ポイント以上必須）

海外留学

□　所定の書式による活動報告を提出

ポイント区分 ポイント 内容 現在の
ポイント

海外渡航 1ポイント

海外ボランティア/
インターシップの参加、
海外での国際交流活動、

観光、その他

国内での国際交流活動 1ポイント以上 K-STEPアシスタントにおける
活動、日本文化の発信、その他

海外渡航経験・国内での国際交流活動

□　所定の書式による活動報告を提出
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国際交流課の開室時間は下記のとおり�
です。

　なお、長期休暇中も原則平日、土曜
の9:00〜12:50、13:50〜17:00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。

① 国際交流課、留学相談
　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。希望者は国際交流課Webページから申し込んでください。

② 国際交流の集い
　国際交流課では、不定期に「International�Coffee�Hour」等の交流イベント「国際交流の集い」を実施していま
す。国際交流に興味のある学生、留学生が集い交流を実践し、国際交流に興味を持つ新しい仲間とのネットワー
クを拡げる機会となります。日本語や英語など、各国の言語が飛び交う場となります。
　国際交流イベントのスケジュールは①国際交流課Webページ・②Facebookページでお知らせします。

　　授業日の 9：00〜12：50
　　　　　　13：50〜17：00

国際交流課のご案内

総合学修館
（6号館）
1階  
国際交流課

國學院大學国際交流課（渋谷キャンパス）

Phone 03-5778-7061　FAX 03-5778-7062　kokusai@kokugakuin.ac.jp
www.kokugakuin.ac.jp/student/abroadstudy

国際交流ガイドブック　平成31年 4 月 1 日　國學院大學 国際交流推進部 国際交流課

国際交流の集い　　①www.kokugakuin.ac.jp/student/abroadstudy/p4/p2
　　　　　　　　　②www.facebook.com/groups/871822309526771

① ②

留学相談の予約　　　www.kokugakuin.ac.jp/student/abroadstudy/p3

TOPIC

国際交流課は、平成31年3月に竣功�
した、「総合学修館（6号館）」の1階
へ移転しました。




