


自分にぴったりの留学プログラムを見つけよう！
関西学院大学には数多くの留学プログラムがあります。外国語が得意！ という人、外国語に自信がない・・・という人など、
それぞれの人のレベルや目的に合ったプログラムをここから見つけ出し、「世界市民」への一歩を踏み出しましょう！

CIECウェブサイトでは、そのほかにも様々なモデルケースを紹介しています。
学生生活4年間の計画をしっかり立てて、自分にぴったりの留学プログラムを見つけましょう！

1年生

2年生

3年生

4年生

夏休みに「夏季外国語研修（オンライン）」に参加し
語学力アップ
「交換留学 第2期」に出願
交換留学に向けて事前学習
「交換留学」に参加し、海外で学部授業を受ける
「交換留学」に参加し、海外で学部授業を受ける
夏頃帰国、関学で更に学びを深め、就職活動も開始

卒業論文執筆、卒業

交換留学を目指したいAさん

※上記で示す英語レベルは目安となります。各プログラムで求められる英語レベル等は、必ず各プログラムのページを確認してください。

留学プログラムモデルケース
自分の学びの目的に合わせて複数のプログラムに挑戦することもできます！

春学期

秋学期

春学期

秋学期

春学期

秋学期

春学期

秋学期

春学期

秋学期

春学期

秋学期

春学期

秋学期

春学期

秋学期

1年生

2年生

3年生

4年生

「海外異文化体験セミナー」に参加し、海外初体験
夏休みに「夏季外国語研修（オンライン）」に参加し
語学力アップ

関学で更に学びを深め、就職活動も開始

卒業論文執筆、卒業

海外留学初挑戦のBさん

S T E P  2 初中級者向け《TOEFL ITP® 420点～が目安》

中期留学
海外フィールドワーク

中期 言語を学ぶ
開発途上国でリサーチ手法を学ぶ

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P6
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P5 短期

国際教育・協力センター（CIEC）提供の留学プログラム
自分のレベル、希望の留学期間、留学の目的に合わせて考えてみよう！

･･･オンラインで実施、もしくは渡航が中止となった場合オンライン実施に切り替えます。

海外異文化体験セミナー 短期 海外で異文化を体験する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P5

S T E P  0 海外導入編

短期海外インターンシップ
インドネシア交流セミナー
外国語研修
グローバルPBL

海外で働く体験をする
海外の学生と交流する
言語を学ぶ
海外の学生と共働で学ぶ

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P5
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P5

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P5
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P6

初級者向け《英語要件なし（一部を除く）》S T E P  1
短期

短期

短期

短期

S T E P  3 中上級者向け《TOEFL ITP® 500点～が目安》

ダブルディグリー留学
交換留学
長期留学
国連ユースボランティア
国際社会貢献活動
中期海外インターンシップ
Cross-Cultural Col lege（CCC）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P8
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P7
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P7

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P6
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P6

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P6
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P6

海外で学位を取得する
海外で専門分野を学ぶ
海外で外国語と専門分野を学ぶ
開発途上国でボランティアをする
開発途上国でボランティアをする
海外で働く体験をする
ビジネスを学ぶ短期

中期

中期

中期

長期

長期

長期

自信が
ない人は
ここから
始めよう！

学部でも
各学部の学びに

沿った留学プログラムを
提供しています！
P7～8

国際教育のリーディング大学だから実現する、
コロナ禍で「今できること、関学生だからできること」

数字で見る「関学の留学」

スーパーグローバル大学として文科省に選定された関西学院大学は、2018年度に協定大
学への海外派遣者数で全国第1位を達成。その多様な海外派遣プログラムは、これまで重
視してきた世界各国、250校を超える協定大学とのパートナーシップに支えられてきました。

現在、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、海外への渡航は制限されています。しか
し、関西学院大学は、この海外大学とのパートナーシップを最大限に活用し、この状況下で
も学生の皆さんが世界とつながり学び続けられる機会を提供します。
学生の皆さんにも、現在の困難な状況においてもこれらの機会を最大限活用して、「主体
性」、「タフネス」、「多様性への理解」といった『世界市民』としてのコンピテンシー（資質・能
力）を養うため、今できる最大のチャレンジを続けていただきたいと願っています。

本ガイドでは、関学独自の「ダブルチャレンジ制度」のうち、「インターナショナルプログラム」
について案内します。本学で展開しているオンライン上での国際教育プログラムや、海外の
学生との協働学習など、「今できること、関学生だからできること」にチャレンジし、『世界市
民』への歩みをはじめませんか。また、海外渡航が可能になった場合の留学プログラムも紹
介しています。ぜひオンラインプログラム等を活用し、「留学ができるようになる日」に向けて
の準備も着 と々進めていきましょう。

派遣者数（留学にチャレンジした人数は？） どこの国・地域への留学が人気？

留学期間は？ プログラム数はどのくらい？

大学時代にやり残したことは？ 関学の協定大学・機関数は？
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マレーシア イギリス オーストラリア アメリカ カナダ

5人に1人の学生が

と回答
関西学院大学2018年度卒業時調査（高等教育推進センター 2019年3月）

協定校・機関数の推移（本学調べ 2021年3月）

2018（平成30）年度日本人学生留学状況調査（独立行政法人日本学生支援機構 2020年4月） 2019年度留学者数上位5ヵ国（本学調べ 2020年8月）

プログラム数の推移（本学調べ 2020年8月）
2019年度期間別留学者数（本学調べ 2020年8月）

留学
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（2014年度比）

学びを深める「ダブルチャレンジ制度」

（資ーーシシンンシシン （（
体用限活 体体体体活 体体体用
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ホームチャレンジ

インターナショナル
プログラム

「国を越え、世界を知る」

アウェイチャレンジ

副専攻
プログラム

「学部を出て、他分野を学ぶ」

アウェイチャレンジ

ハンズオン・ラーニング・
プログラム（実践型学習）

「キャンパスを出て、実社会を学ぶ」

アウェイチャレンジ［各学部・専攻での学び］

Afterコロナでは、
ぜひあなたも現地への留学に

チャレンジしよう！
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https://ciec.kwansei.ac.jp/abroad/preparation/case/


ONLINE International
Programs ～いま、関学生だからできる国際体験を～

コロナ禍をきっかけに脚光を浴びているオンラインでの国際教育。より多くの本学学生に世界との関わりを体験していただくため、本学が重
視してきた海外協定校との関係性・ネットワークを土台に、オンラインでの多彩な留学プログラムや海外の学生とともに学べる科目の開発
を進めています。

ONLINE 国際教育プログラムの魅力

Let ’s  j o i n  u s !

多数のプログラムを用意！
　　（外国語研修、CCC、海外異文化体験セミナー） 協定校の学生と交流できるプログラムが多数

支給型の奨学金あり（一律2万円）

コストを抑えてのプログラム参加が実現!
授業時間に応じて単位認定・付与がある！
アカデミックなテーマや専門分野の学びも可能!
　　　（例：英語でSDGsを学ぶなど）

を

め、本学が重め、本学が重
る科目の開発

多数

今しか
できない
ことがある
かも！

「コロナ禍でも何かしたい」。
留学中止の悔しさから始まった出会い
2020年、春学期に予定していた英語中期留学がコロナ禍で中止に
なりました。留学は、私が大学生活で最も挑戦したかったことだったの
で、この知らせを聞いた時のショックはとても大きかったです。「このまま
自宅で時を過ごして終わるのは何か違うな」と悩んでできることを探して
いる中、偶然見つけたのが「夏季外国語研修オンラインプログラム」で
した。プログラムに参加してまず印象的だったのは、「コロナ禍でも何か
したい」という、私と同じ前向きな想いをもっているクラスメイトたちとの
出会いです。彼らとともにオンラインプログラムを受けるうちに、「今は
渡航できなくても、この期間に英語力をもっと伸ばして、留学再開時の
準備をしていきたい」と強く思うようになりました。

語学だけでなく、
SDGsについて学べるプログラムを選択
私が参加したチェンマイ大学のプログラムでは、英語を学ぶ集中クラ
スと、SDGsに関して英語で学べるクラス2種類を受けることができまし
た。毎回の出席だけでなく、最終日にはプレゼンテーションが課せられ
るなど、オンラインであっても一方的でなく、自ら学びに参加する姿勢が
求められていました。英語を学ぶ授業では先生の質問に積極的に答
えて「会話力」をつけられるよう意識し、SDGsの授業では先生の講義
をメモして自分のプレゼン時に備えるなど、自分の頭や口をしっかり働
かせて挑みました。オンラインプログラムでは、ICTツールをよく使いま
す。アプリを活用した予習復習は、今まで行ってきた方法よりむしろ効
率的に進められたと感じています。

自分の英語が
相手に伝わっていることが自信に
オンラインプログラムを通じて得られたことは主に二つあります。
一つめは、「自分の意見」を英語で相手にしっかり伝えることの重要性
です。オンラインでは対面と異なって他の学生の動きが見えず、発言
のタイミングを計りにくい一面がありますが、その分相手の言葉を待つ
ばかりでなく、自ら発言することがコミュニケーション力として求められま
した。声が被らないよう一人の発言に全員が真剣に耳を傾ける姿勢
が対面より強く感じられるからこそ、周りの意見に流されることなく、自
分の意見をしっかり伝えたい想いが強くなったのだと思います。特に、
現地学生が、流ちょうな英語で意見を伝える姿は、同じアジア人として
も大きな刺激となりました。
二つめは、英語を話すことへのためらいが減った点です。以前は、頭の
中で作った日本語の文を、そのまま英語に直していました。しかし、実
際に先生と会話をする中で、実は簡単な英単語でも、自分の意図する
内容が相手に伝わることがわかり、「完璧な文章で話さなければ」とい
うプレッシャーがなくなりました。「訳さなければ」から「既に知っている単
語を組み合わせて伝えよう」と思うようになったのは大きな変化です。
自分の英語が相手に伝わっていることが自信になり、頭の中に出てく
るボキャブラリーを増やそうというモチベーションに今でもつながってい
ます。

「計画」し「踏み出した」から経験できたこと
私の好きな言葉に、「Planned happenstance」（計画的偶発性）と
いうものがあります。今回コロナによって内定していた中期留学が中
止となったこととは、偶然起きたことかもしれません。しかし、オンライン
プログラムのクラスメイトに出会えたことや、クラスでの気づきを通じて
英語力が鍛えられた、という偶然は、「コロナ禍でも何かしたい」と大学
のWEBページを検索したり、オンラインプログラムに申し込んだり、と
いった「計画」や「踏み出す」ことなしに、経験できなかったことだとも言
えます。

「半歩」を繰り返してほしい
通常の留学が一歩進めるものだとすれば、オンライン留学は「半歩」ぐ
らいだと私は思っています。しかし、その半歩を繰り返すことによって、
次に普通の留学が再開された時の大きな一歩につながると思います
し、後から振り返ってみれば、半歩が実は一歩になっていたりすること
もあると思います。

ひとつボタンを押せば世界につながれるという体験を、是非この機会
に計画して踏み出してみてほしいと思います。

INTERVIEWINTERVIEW

半歩を繰り返してほしい

野上 薫
総合政策学部2年

2020年度夏季外国語研修オンラインプログラムへ参加

カナダ4大学×関学
Global Career Seminar (Cross-Cultural College)

トリニティ大学×関学
総合日本学習科目（人的マネジメントと雇用システム）

「VE/COIL」型プログラムの一例：

日米の雇用環境の違いについ
て、トリニティ大学の学生と
協働で実施したCOIL型授業
（2020年度秋学期開講）。
資料をソーシャルメディアで
共有し、意見交換しながら相
互理解を深めました。

マウント・アリソン大学、
トロント大学、クイーンズ
大学、ウエスタン／キング
ス大学から23名、関学から
23名の学生が参加。混成
チームを組んで企業から提
示された課題の解決に挑戦
し、多国籍な場での合意形
成を体験しました。

ONLINEでも実現！ 海外学生との協働学習

紹介動画公開中！
「3分でわかる
『COIL』型授業」

※ 2021年3月時点での情報です。今後変更する可能性があります。

ベトナムの学生と合同グループを組み、両国の文化の相互理解を深めます。また、
ベトナム人学生の夢に触れるとともに、自身が大学での4年間をどう過ごすのか、
またその先の夢・目標について考えます。

英語に自信がなくても歓迎
「海外異文化体験セミナー」

海外協定大学が提供する英語、中国語、朝鮮語、スペイン語などの集中学習プログ
ラム。協定大学の学生たちとのオンライン交流や、SDGsについての講義を英語で
受講するなど、大学ならではの企画を含むものも多数あります。

外国語を集中的に学習したい人に
「外国語研修」

本学の海外協定大学や、海外に所在する企業・団体等との連携のもと、現地から
提示される課題について、ヒアリングや調査等を行い、解決策の立案に取り組む
科目です。海外大学（主に本学協定大学）の学生との混成チームによるグループ
学習が組み込まれています。

海外学生と受けるPBL型（Project Based Learning）プログラム
「グローバルPBL」

ONLINE Programs紹介
詳細はこちら

世界中にある協定校ネットワークを通じて、様々な
タイプのオンラインプログラムを用意しています。

本学では、オンラインでの国際教育の中でも、海外の学生とともに協
働で学ぶ「VE＊１/COIL＊2」型のプログラムを重視しています。
ICTツールを活用した課題解決型（Project Based Learning）の授業
を通じて、これまでは海外に留学しないと経験できなかった、「海外の学
生や教員との信頼関係の構築」、「国際的なチームで課題を解決する

＊1 Virtual Exchange　 ＊2 Collaborative Online International Learning

学び」を実現できます。
これからの社会では、オンライン上でも国際的なコミュニケーション能
力、チームビルディング能力が求められます。学生の皆さんは、ぜひ、
「VE/COIL」型のプログラムや授業を通じて、こうした能力を獲得して
ください。

「VE/COIL」型プログラムを、今後も拡充予定です !
最新の情報は、随時 CIEC ウェブサイトのオンライン特設ページに掲載します。

カナダ４大学の学生と合同グループを組み、企業がもつ課題に対する解決策の立
案に取り組みます。事前学習を通してビジネスに関する理解を深め、集中講義期
間にはグループワークを通じてプランを練り上げ、企業からの講評を受けます。

英語をフルに使ってビジネスプランをつくる協働学習型プログラム
「Global Career Seminar」

インドネシアの協定校サティヤ・ワチャナ・キリスト教大学の学生との交流を通
して国際感覚を養うプログラム。共通のテーマについて議論をしたり、自国の文
化や料理を紹介しあうなど、両国の学生が主体的にプログラムを創り上げていく
のも特徴です。海外の学生と密接に交流したい方にオススメです。

インドネシアの学生とともにプログラムを創り上げる
「インドネシア交流セミナー」
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https://ciec.kwansei.ac.jp/
https://youtu.be/ox8DK8y7yEk
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協定大学で外国語を集中的に学ぶプログラム

Short-term Language Studies Program外国語研修
□いきなり中長期留学は不安、まずは短期で試したい！
□海外初挑戦！

□部活や実習があって長期の留学ができない
□長期の留学に向けて勉強したい！こんな人におすすめ！

カナダの4つの協定校と関西学院が協働で設置・運営するプログラム

クロス・カルチュラル・カレッジCross-Cultural College (CCC)
□中・長期留学の事前事後の力試しをしたい！　
□カナダの学生と「共に取り組む協働学習」を通じて、異文化交流をしたい！

Global Career Seminar/Global Internship/Field Study in Canadian Business
ビジネスの課題を解決するセミナーや
インターンシッププログラム。

中
期
型　
1
学
期
間
、
海
外
で
学
ぶ
プ
ロ
グ
ラ
ム

修了証プログラム▶CCCでは、異文化理解や国際関係論等を中心に学ぶ修了証プログラム（Certificate Program:CP）を提供しています。
　　　　　　　　 上記の4プログラムは全てCPの対象科目です。CPについての詳細はCIECウェブサイトをご覧ください。

海外で“異文化”を体験するプログラム

Intercultural Studies Seminar海外異文化体験セミナー
□海外初挑戦！　□留学初挑戦！　□異文化を体験したい　□今後中長期留学に挑戦したいこんな人におすすめ！ こんな人におすすめ！

出願時期
夏 ： 4～5月
春 ： 9～10月

約
1
週
間

時期 言語 滞在形式 参加費（概算） 対象 英語要件実施国・地域
22万円

34万円英語・日本語 学部生 なし

夏休み

春休み
13万円

ホテルハワイ

ベトナム

台湾

□「働くとは？」について知りたい！　□海外で働く経験がしてみたい！　□英語に自信はないけど挑戦したい！　□人と違う経験がしたい！こんな人におすすめ！

ビジネス研修に加え、現地日系企業等でのインターンシップ体験が組み込まれたプログラム

Short-term Business Internship Program短期海外インターンシップ

約
4
週
間

時期 実施国・地域 言語 滞在形式 参加費（概算） 対象 英語要件

アメリカ 59万円
英語、日本語

ホームステイ、
ホテル 学部生 TOEIC®450点以上が望ましい

夏休み
春休み

ベトナム ホテル夏休み 35万円

開発途上国の現場におけるフィールドワークの導入的学びを身につけるためのプログラム

Overseas Fieldwork海外フィールドワーク
□開発途上国初挑戦！　□国連ユースボランティアや国際社会貢献活動への参加を目指している！こんな人におすすめ！

約
10
日
間

時期 実施国・地域 言語 滞在形式 参加費（概算） 対象 英語要件

マレーシア
13～18万円英語 学生寮、

ゲストハウス 学部生 英語で行われる講義等を
理解できる英語力を有すること

夏休み
ベトナム春休み

約
1
〜
2
週
間

時期 プログラム名 滞在形式 参加費（概算） 対象 英語要件言語実施国・地域

無料

18万円

Global Career Seminar in Japan

Global Internship in Japan　※中止

Global Career Seminar in Canada

Field Study in Canadian Business

自宅

学生寮、またはホテル 学部2年生
以上

TOEIC®680点
TOEFL ITP®530点
TOEFL iBT®71点
IELTS（アカデミック）5.5点
英検準1級以上のいずれか

夏休み

春休み

英語 24万円
（オンラインの場合は無料）

22万円

ホテル

ホームステイ

日本

カナダ

インドネシアの学生と寝食を共にしながら文化交流ができるプログラム

East Asia Student Encounterインドネシア交流セミナー
□インドネシアやアジアに興味がある！　□海外の大学生と深く交流したい！　□英語によるコミュニケーション力を高めたい！こんな人におすすめ！

約
２
週
間

時期 実施国・地域 言語 滞在形式 参加費（概算） 対象 英語要件

※2021年度はオンラインで実施予定

英語、日本語 学生寮 学部生夏休み インドネシア、日本 ・ 8～18万円（実施国により異なる）
・ オンライン実施の場合は参加費無し

日常会話程度のコミュニケーション
力を有することが望ましい

約
2
〜
６
週
間

時期 実施国・地域 実施大学 言語 滞在形式 参加費（概算） 対象 英語要件

40万円程度

20～30万円
程度

50～60万円
程度

ホームステイ
学生寮
ホテル

朝鮮語

中国語

英語
学部生

なし

スペイン語

アイルランド ダブリン・シティ大学

60～75万円
程度アメリカ

ペンシルベニア大学
カリフォルニア大学アーバイン校
ニューヨーク州立大学オルバニー校

オーストラリア アデレード大学
西オーストラリア大学

50～70万円
程度カナダ

トロント大学
マウント・アリソン大学
クイーンズ大学
カルガリー大学
ビクトリア大学

50～80万円
程度イギリス

オックスフォード大学
ケンブリッジ大学
レスター大学
キール大学

夏休み
春休み

蘇州大学（隔年実施）中国

東海大学台湾

慶煕大学、延世大学韓国

スペイン アリカンテ大学

マレーシア マラヤ大学

タイ チェンマイ大学

サティヤ・ワチャナ・キリスト教大学インドネシア

ニュージーランド オタゴ大学

なし
ペンシルベニア大学、
ケンブリッジ大学
のみ、英語要件あり

※各プログラムとも、学期期間中（春学期：6月頃　秋学期：11月頃）にオンラインの事前学習を開始します。※春休みに実施するプログラムについても、カナダへの渡航が中止される場合はオンライン実施する可能性があります。

オンラインで実施、もしくは渡航が中止となった場合オンライン実施に切り替えます。
プログラムの中止、オンラインプログラムの実施状況は随時CIECウェブサイトに更新します。

体育会クラブ、サークル等でスポーツをしている学生（指導者・トレーナー・マネージャー含む）にオススメのプログラム

English through Sports
□英語の集中学習とあわせてスポーツマネジメントを学びたい！　□海外のプロスポーツによる講義を受けてみたい！こんな人におすすめ！

約
２
週
間

時期 実施国・地域 言語 滞在形式 参加費（概算） 対象 英語要件

オーストラリア 英語 ホームステイ 43万円 学部生 なし春休み

（オンラインの場合は5万円）

協定大学等で外国語を集中的に学ぶプログラム。プログラムにより、ビジネス英語やインターンシップ、英語での講義受講が可能

Semester Study Abroad Program中期留学
こんな人におすすめ！ □短期プログラムでは物足りない！　□集中的に言語を勉強したい！　□海外での生活を通じて人間的に成長したい！

□交換留学、CCCや国際ボランティアへのステップアップにしたい！

約
4
〜
5
ヵ
月
（
1
学
期
間
）

時期 実施国・地域 実施大学 言語 滞在形式 参加費（概算） 対象 英語要件

92万円

90万円

105万円

ホーム
ステイ
学生寮
ホテル

イギリス オックスフォード大学、レスター大学
ニュージーランド ワイカト大学

140～350万円

110～150万円

アメリカ

マラヤ大学

スペイン スペイン語アリカンテ大学

カナダ トロント大学、マウント・アリソン大学
クイーンズ大学、ゲルフ大学

オーストラリア ニュー・サウス・ウェールズ大学
クイーンズランド大学

英語

フランス語

春学期
または
秋学期

秋学期

フランス リヨン第2大学

①学部2年生以上
②第1学年度必修の英
　語科目の単位を修得
　済または修得見込み
　の者

①学部2年生以上
②第1学年度必修、選択必
　修または選択のフランス語
　科目の4単位以上を修得
　済または修得見込みの者

①学部2年生以上
②第1学年度必修、選択必
　修または選択のスペイン語
　科目の4単位以上を修得
　済または修得見込みの者

TOEFL ITP®420～530点
TOEFL iBT®36～71点
TOEIC®500～７5０点
IELTS4.0～５．５点のいずれか
※プログラムにより異なる

TOEFL ITP®450点以上
TOEFL iBT®45点以上
TOEIC®550点以上
IELTS4.0点以上のいずれか

なし

チェンマイ大学タイ

マレーシア

ネブラスカ大学オマハ校、ソノマ州立大学、ハワイ大学マノア校

こんな人におすすめ！

ビジネス英語に加え、日系企業を含む現地法人でのインターンシップを経験できるプログラム

Semester Business Internship Program中期海外インターンシップ
□ビジネス英語の学習や、海外での実践的なインターンシップに挑戦してみたい!
□将来海外での就職や外国と関わる仕事をしてみたい!

約
4
ヵ
月

時期 実施国・地域 実施大学 滞在形式 参加費（概算） 対象 英語要件言語

オーストラリア 138万円ニュー・サウス・ウェールズ大学
（インターンシップは各派遣先機関で行います）

ホーム
ステイ英語

①学部2年生以上
②第1学年度必修の英語
　科目の単位を修得済
　または修得見込みの者

TOEFL ITP®510点以上、
TOEFL iBT®64点以上、
IELTS5.5点（overall)以上、
TOEIC®620点以上のいずれか 　

秋学期

こんな人におすすめ！

開発途上国等でボランティアとして派遣先の人と共に活動するプログラム

留学準備▶1年以上の準備期間が必要です。計画的に国際ボランティア関連科目の履修や開発途上国での活動、語学力向上に取り組もう！

International Volunteer Program国際ボランティア
□学部生の間に開発途上国等にある国連諸機関やNGO等で経験を積んでみたい!
□中期留学や交換留学を経て、次の新たなステップとして国際協力の現場で活動してみたい!

■国連ユースボランティア
開発途上国にある国連諸機関の事務所で広報活動などに携わるプログラム

約
5
ヵ
月

時期 実施国・地域 言語 滞在形式 参加費（概算） 対象 英語要件

派遣先は毎年異なります。
詳細はCIECウェブサイトを
ご確認ください。
https://ciec.kwansei.ac.jp/

英語 派遣先により
異なる

UNVから航空券、
現地滞在費などの手当
支給あり

①学部2年生以上かつ派遣年
　の9月1日時点で20歳以上
②日本国籍を有すること

選考時にTOEFL ITP®
500点、TOEFL iBT®61点、
もしくはIELTS5.0点相当が
あると望ましい※

秋学期

※要英語スコア提出
■国際社会貢献活動
開発途上国等で教育機関、NGOなど多様な派遣先で様々な活動に携わるプログラム

※要英語スコア提出

約
5
ヵ
月

時期 実施国・地域 言語 滞在形式 参加費（概算） 対象 英語要件

インドネシア、カンボジア、
フィリピン、マレーシア、ベトナム、
ラオスなど（予定）

英語
※派遣地の現地公用語が
求められる場合があります。

派遣先により
異なる

渡航費、住居費、食費等の
必要経費は自己負担
（派遣地により異なる）

①派遣時に学部2年生秋学期
　以降であること
②派遣先別に個別の資格・
　条件あり

現地のスタッフと業務、活動を
共に行うための英語力を所持して
いること（派遣先により異なる）※

春学期
秋学期

海外学生とのPBL型（Project Based Learning）プログラム

Global Project Based LearningグローバルPBL
□海外の学生とオンライン上で交流したい！　□海外の学生と協働でプロジェクトに取り組みたい！こんな人におすすめ！

約
2
週
間

時期 言語 参加費（概算） 対象 英語要件実施国・地域

プログラムにより異なる（無料～10万円）英語・日本語 学部生夏休み・春休み 日本（オンライン実施） プログラムにより異なる（要件無し～TOEIC®620点）

出願時期
留学時期の
半年～1年前

※現在プログラムを開発中、詳細が確定され次第CIECウェブサイトにて案内予定。

https://ciec.kwansei.ac.jp/
https://ciec.kwansei.ac.jp/


そ
の
他　

学
部
等
で
実
施
す
る
プ
ロ
グ
ラ
ム

※学部等で実施するプログラムの情報は2021年3月現在のものです。

0807

現地学生との交流を通じ、日本と他国のキリスト教の
歴史・現状を学ぶ

インドネシアのバリ島にて、主に観光業関連の職場
にてインターンシップを実施する

アフリカの国々において、社会経済調査を行い、その
データを用いた論文執筆を行う

半年～1年間の交換留学プログラム、世界各国から
の留学生と共に法制度や政治を学ぶ

イギリス・スコットランドの法制度、刑事法、民事法を
学ぶ、裁判所や議会の見学も予定

英語研修＋体験型学習（移民教育センター訪問、博
物館や裁判所での体験学習等）

東海大学や現地企業で台湾のビジネスについて実
践的に学ぶ

パルマ大学や現地企業でイタリアのビジネスについ
て実践的に学ぶ

中国の深圳やラオスにある工業団地を見学し、ビジ
ネスマンとの交流を通じて、海外での大学生活、社会
経済活動の実態を学ぶ

所属学部生対象プログラム
提供学部 プログラム名 実施国・地域 協定大学名又は実施機関名 開催時期・期間 参加費 募集定員 プログラム概要 単位 募集時期

経済学部

神学部 Mission in Dialogue A 韓国 約5万円8月上旬（約1週間） 210名監理教神学大学 春学期

法学部

商学部

① 9月～1月
② 2月～6月

エディンバラ大学
春季法律英語研修 イギリス 約50万円2月～3月（約3週間） 2名エディンバラ大学 2 春学期

法学・政治学
グローバル演習C 台湾 約6万円 現地学生とのディスカッション、フィールドワークなど3月（約1週間） 15名長栄大学 2 秋学期

海外学習活動
（グローバルリーダーの養成） タイ・ラオス・中国 4月（約1週間） 20名約18万円チュラロンコーン大学

中華人民大学、他 2 秋学期

法学・政治学
グローバル演習D アメリカ 約50万円2月～3月（約4週間） 30名べセル大学 4 春学期

イタリア 約30万円2月～3月（約1週間） 5～15名パルマ大学、他 4
（予定） 秋学期

台湾 約15万円2月～3月（約1週間） 5～15名東海大学、他 2
（予定） 秋学期

ビジネスに活かせる
海外短期研修
プログラム

中国人民大学法学院
交換留学プログラム 中国 授業料相殺 2～4名中国人民大学法学院 単位

認定
春学期
秋学期

海外学習活動
（アジア地域の観光開発） インドネシア 約25万円9月 425名 春学期ウダヤナ大学

バリ島ホテル、他

海外学習活動
（アフリカ研究）

マダガスカル、
エチオピア 約50万円8月 425名 春学期現地大学、他

所属学部生対象プログラム

■■ ダブルディグリー留学

■■ 融合（フュージョン）プログラム

所属学部生対象プログラム
提供学部 プログラム名 実施場所 協定大学名又は実施機関名 開催時期・期間 参加費 プログラム概要募集定員 単位 募集時期

大阪梅田キャンパス
及び京都市内

日本キリスト教協議会
（NCC)宗教研究所

10月～12月
（秋学期授業） 約2万円 約5名Theology in Dialogue 2 秋学期

2 春学期

神学部

法学部

ドイツ・スイスの学生と共にフィールドワーク等を通じて「宗教間
対話」について学ぶ

西宮上ケ原
キャンパス ー 春学期

（火曜・４時限） なし 20名法学・政治学国際交流
セミナー（対面演習型）

法学部に所属する日本人学生と留学生とが日本語で共同学
習。法律・政治の国際比較を通して多角的な視点を養う

全学部生対象プログラム
提供学部 プログラム名 実施場所 協定大学名又は実施機関名 開催時期・期間 参加費 プログラム概要募集定員 単位 募集時期

パルマ大学 春学期 なし 約１5名

約１5名

2 春学期

2 秋学期
商学部

イタリア・パルマ大学の学生と共にLEGOを使った経営シミュ
レーション・ゲームを用いて、企業実務を学ぶ西宮上ケ原

キャンパス
ボローニャ大学 秋学期 なし

会計学持論A（112）
【英語で学ぶ
　LEGO戦略会計】 イタリア・ボローニャ大学の学生と共にLEGOを使った経営シ

ミュレーション・ゲームを用いて、企業実務を学ぶ

提供学部 プログラム名 実施国・地域 協定大学名又は実施機関名 開催時期・期間 参加費 募集定員 プログラム概要 単位 募集時期

理工学部
理学部
工学部
生命環境学部

人間福祉学部

教育学部

国際学部 中期留学
（中国語・朝鮮語）

中国 約63万円9月～1月（５ヵ月） 12名北京第二外国語学院

海外理工学プログラムA
～グローバル人材・企業体感プログラム～ 
（総合政策学部生の参加も可）

アメリカ 約35万円8月～9月（約1週間） 約２０名シリコンバレーの企業、他 1 春学期

イタリア 25万円9月下旬（約8日間） 6名
海外理工学プログラムB
～発酵醸造学～
（日本とイタリアの醸造文化）

マルケ工科大学 2 春学期

社会起業英語中期留学 カナダ 約135万円～
約150万円9月～12月（約12週間） 約15名クイーンズ大学 16 春学期

社会起業アドバンスト・
インターンシップ

フィリピン他
（海外の場合）

約5万円～
約20万円年度中に約2週間 若干名現地のNPO・NGO団体、他 ２ 春学期

社会起業
フィールドワーク（海外） ルワンダ 約20万円2月（約2週間） 約15名現地NPO・NGO団体、他 2 秋学期

US"アシスタント
ティーチャー"ボランティア アメリカ 約50万円２月～３月（約２週間） 約20名カリフォルニア州の

公立小学校・幼稚園 2 秋学期

秋学期

オーストラリア幼児教育
プログラム オーストラリア 約50万円2月～3月（約2週間）

15～
20名

シドニーの幼稚園
ニュー・サウス・ウェールズ大学
グローバルインスティテュート

2 秋学期

セブ島ボランティア
～Learn English & Volunteer with Children～ フィリピン 約25万円～

約30万円2月～3月（約2週間） 約20～
30名

セブ島の語学学校
公立小学校、他 2

11 春学期

中国 約50万円 中国・蘇州で学ぶ5ヵ月の中国語集中学習9月～1月（5ヵ月） 16名蘇州大学海外教育学院 11 春学期

台湾 約100万円 台湾・台北で学ぶ6ヵ月の中国語集中学習8月～2月（約6ヵ月） 15名国立台湾師範大学
国語教学センター 12 春学期

韓国 約100万円 韓国・ソウルで学ぶ6ヵ月の朝鮮語集中学習８月～２月（約６ヵ月） 15名延世大学韓国語学堂 14 春学期

社会起業
インターンシップ（海外） フィリピン他 約15万円～

約40万円 若干名現地のNPO・NGO団体 4 春学期
①8月～9月（約6週間）
②2月～3月（約6週間）

シリコンバレーのIT企業・スタンフォード大学を訪問する研
修型プログラム

総合政策学部
台湾
フィールドワーク 台湾 約1５万円～

20万円3月（約8日間） 10名国立成功大学 2 秋学期

フィリピンフィールドワーク フィリピン 約5.5万円＋
航空運賃等9月（10日間） 約18名ヌエヴァ・ヴィスカヤ

州立大学 2 春学期フィールドワークや現地学生とのワークショップを通じて
「国際協力とは何か」を学ぶ

環境政策、921大地震と復興に関するフィールドワークと
リサーチ

海外のソーシャルサービス関連の専門機関やNGOにお
いてインターンシップを行う

海外または国内のソーシャルサービス関連施設において
短期間のインターンシップを行う

途上国の社会問題や開発の多様な側面を理解すると同
時に、フィールドワークの技法と実践を学ぶ
教育支援のボランティアを通じて多様な教育のあり方を
理解する

多文化共生社会であるオーストラリアの幼児教育の現場
に参加し、個性を尊重する保育や人権教育を体験的に
学ぶ

効率的な英語学習を通して語学力向上を図り、小学校で
観察実習を行う

中国・北京で学ぶ5ヵ月の中国語集中学習

12週間集中的にアカデミックな英語を学ぶプログラム

両国の醸造文化に関する研修、演習を経て、研究成果
の展示発表を行い、日欧の食文化比較とその背景につ
いて学ぶ

中
長
期
型
1
学
期
間
〜
1
年
間
、海
外
で

専
門
科
目
を
学
ぶ
プ
ロ
グ
ラ
ム

本学に在籍しながら協定大学で専門科目を学べるプログラム

Exchange Program

□海外の大学で専門分野を学びたい！　　□世界を舞台に活躍したい！
□世界中から集まった優秀な学生と交流を深めたい！こんな人におすすめ！

40カ国・地域にある約180校の協定校で学ぶことができます！

協定校一覧はこちらから▶

留学準備▶1年以上の準備期間が必要です。計画的に語学のスコアアップや単位修得に取り組もう！　
1. 現地大学の授業料免除　2. 奨学金制度充実　3. 休学せずに最長1年留学可能　4. 質の高い協定大学交換留学の4つの特徴！

出願時期
留学時期の
半年～1年前

外国語運用能力の向上に加え、協定大学の学部科目を履修できるプログラム

長期留学 （学部科目履修型）

※2021年度は新型コロナウイルス感染症の影響に鑑み、2単位科目として国内で開催します（予定参加費5万円）。

全学部生対象プログラム
プログラム名 実施国・地域 協定大学名又は実施機関名 開催時期・期間 単位参加費 募集定員 プログラム概要 募集時期提供学部・センター

経済学部

文学部

言語教育研究
センター

ドイツ語海外研修 ドイツ 約43万円 ドイツ語集中学習8月上旬～9月上旬
（約4週間） 15名 3ブレーメン大学 秋学期

フランス語海外研修 フランス 約45万円 フランス語集中学習8月上旬～9月上旬
（約4週間） ２5名 4フランシュ・コンテ大学 秋学期

ドイツ語中期留学 ドイツ 約80万円 他国の留学生と学ぶドイツ語研修3月～7月　9月～2月 1210名レーゲンスブルク大学 春学期
秋学期

美学芸術学資料研究
～イギリス研修～ イギリス 約20万円～

約25万円
ロンドン大学SOASやジャパンハウス各ミュージアムで
の交流・講義・見学を通じて美学・美術・異文化を学ぶ9月中旬（約1週間） 230名ロンドン大学SOAS、

ジャパンハウス 春学期

約40万円 ドイツ・スタディー研修として異文化理解を深める15名異文化理解（ドイツ）
～ドイツ研修～ ドイツ 2月、3月（約1週間）現地博物館、他 2 秋学期

海外学習活動
（ドイツインターンシップ）

約2５万円
（航空運賃除く）8月～9月（1ヵ月） 410名ドイツ・フランクフルトに拠点を

おくスポーツ関連企業
ドイツ

フランクフルト 春学期

国連セミナー アメリカ ※ 約45万円 ※8月（2週間） 20名国際連合
2

または
4

春学期
国連・
外交統括センター

国連・外交フィールドワーク （オンラインの可能性有）
東ティモール  インドネシア 約23万円8月中旬～9月上旬

（２週間） 10名国際連合・国際NGO 2 春学期

サッカーの本場ドイツでスポーツ運営に関わることで、
語学スキル（英語、ドイツ語）の向上や海外での業務
経験を積むことができるプログラム

国連本部を訪問し、現役の国連職員や外交官の話
を聞くことができるプログラム

国連、国際NGO、大使館や農村部などを訪問する
仮説検証型フィールド・リサーチプログラム

■■ 海外派遣プログラム

交換留学

オンラインで実施、もしくは渡航が中止となった場合オンライン実施に切り替えます。

※オンライン実施の可否は協定大学により異なります。

秋学期

比較社会演習Ｂ
～韓国の大学との
　経済社会学的
　共修ワーク(韓国)～

秋学期 (月曜・4時限)
※ただし、共修ワーク
　（9～11月の各1日、土曜・
　連続2コマ×3回）あり

220名

（社会学部3年生以上対象）
コロナ禍による、日本と韓国をはじめとする東アジアにおける経
済社会の変動について、韓国の大学との共同学習によって、
比較経済社会学的に明らかにする

提供学部 プログラム名 実施国・地域 協定大学名又は実施機関名 開催時期・期間 単位参加費 募集定員 プログラム概要 募集時期

法学部

社会学部 なし

春学期 (月曜・4時限)
※ただし、共修ワーク
　（4～6月の各1日、土曜・
　連続2コマ×3回）あり

220名

梨花女子大学校、他

ベンチャー企業や
NPO・NGO、他

春学期

■■ オンラインプログラム

オンライン
（韓国）

法学・政治学国際交流
セミナー
（オンライン型：アメリカ）

オンライン
海外インターンシップ

法学・政治学国際交流
セミナー
（オンライン型：インド）

未定
春学期（水曜・２時限）
※ただし、夜間に自宅での
　オンライン共修ワークあり

230名 春学期べセル大学 異文化理解や国際感覚醸成の第一歩として国際交流をオン
ラインで体験する。トークテーマは日米の文化・法律・政治など

オンライン
（アメリカ）

オンライン
（インド）

オンライン
（マレーシア）

未定秋学期（月曜・５時限）

8月～9月、2月～3月
※開始日・終了日等は、
　参加者と企業で最終決定

2約15名

約20名

2～10名

春学期

2 春学期

春学期
秋学期

ジャワハルラール・
ネルー大学

オンライン
(アジアやアフリカ等
新興国を中心とする）

インドと日本の国際比較共同研究を通して、文化の異なる
人 と々の交流経験を積み、国際的課題への理解を深める

総合政策学部

教育学部

ソノマ州立大学英語研修＆
フィールドワーク （神戸三田
キャンパス所属学生も参加可能）

未定

約6万円

未定ソノマ州立大学

マレーシア・クチンの大学
（i-CATS）、他

1

1

未定 ーカリフォルニア、米国政府、マイノリティーと公民権等に関する
オンライン講義

世界各国のベンチャー企業やNPO・NGOの事業に参加し、
受入企業が抱える様々な分野の課題に挑戦する

シンガポール南洋理工大学
香港大学、マヒドン大学
ハノイ貿易大学

オンライン
海外フィールドワーク

海外オンラインセミナー・
交流プログラム（多文化共生）

8月～9月（約2週間）
2月～3月（約2週間）

8月～9月（約10日間）

50名
（他大学生
含む）

春学期
秋学期オンライン

（シンガポール、香港、
　タイ、ベトナム）

約5万円 1企業から提供される課題について、現地学生とともに市場調
査を行い、課題解決策をプレゼンテーションする

8月～9月（約6週間）
2月～3月（約6週間）

50名
（他大学生
含む）

春学期
秋学期約8万円

約8万円

2ビジネス課題と社会課題の二つに取り組み、チームビルディング
スキル、ビジネスプレゼンテーションスキルを実践から学ぶ研修

オンライン海外研修にて、「多文化共生」に取り組む街の参加
者（現地大学生）等とグループワークを行う

オンライン
（アメリカ）

1
学
期
間
〜

1
年
間

時期

北米、中南米、アジア、
ヨーロッパ、オセアニア等

派遣先大学
により異なる

実施国・地域 言語 滞在形式 参加費（概算） 対象 英語要件（英語受験者のみ）

派遣先大学
により異なる

①学部2年生以上、大学院生
②所定の単位数を修得している者
③春学期までの通算GPAが
　2.30以上または見込みの者

春出発

秋出発

授業料は
本学のみに支払う

現地大学の
授業料免除（　　　）

TOEFL ITP®480点以上
TOEFL iBT®54点以上
IELTS（アカデミック）4.5点以上
が最低基準となる

※詳細は必ずCIECウェブサイトで確認してください。

※その他、自身で留学先を決定し、本学へ留学プログラムとして申請する「認定留学」もあります。

□１年間留学をしたい！　　□春出発でアメリカに1年間留学したい！
□英語力をアップさせるだけでなく、現地大学の学部授業も受けてみたい！

こんな人におすすめ！

時期

オーストラリア、アメリカ

アイルランド、アメリカ

派遣先大学
により異なる

実施国・地域 言語 滞在形式 参加費（概算） 対象 英語要件

英語
春出発

秋出発

①学部2年生以上
②所定の単位数を修得している者
③出願大学所定のGPAおよび
　英語スコアの基準を満たしている者

派遣先大学により異なる

（ 　 　 　 ）

派遣先大学
により異なる

現地大学の
授業料納入が必要

1
学
期
間
〜

1
年
間

 建築学国際プログラム
（総合政策学部生も
  参加可能）

英語研修、マレーシアの世界遺産・コロニアル様式建築・
現代建築と都市について学ぶ

マレーシア
（オンラインの
可能性有）

約1800ドル
　　＋
航空運賃等
（オンラインは
別途定める）

マラヤ大学 約2０名 2 春学期8～9月（2週間）建築学部

理工学部
理学部
工学部
生命環境学部

春学期
秋学期

海外理工学プログラムB
～English for Science and Technology～ アメリカ 約68万円 理系英語に特化した英語研修プログラム①8月～9月（約４週間）

②2月～3月（約４週間）
15名カリフォルニア大学

デイビス校 2

海外理工学プログラムB
～Introduction to Scientific Diving～ インドネシア 約25万円８月～9月（約１０日間） 10名ディポネゴロ大学 2 春学期離島の国立公園でダイビング免許を取得し、サンゴ

礁等の観察を通し、南方海域の生態系を学ぶ

海外理工学プログラムB
～Coral & Forest Study in Tropical Area～ インドネシア 約26万円3月（約9日間） 13名ウダヤナ大学 2 秋学期バリ島の大学で、熱帯海洋生物の多様性とサンゴ

礁の保全について学ぶ

海外理工学プログラムB
～Python Program～ 台湾 約28万円2月～3月（約３週間） 2０名国立陽明交通大学 2 秋学期3週間で英語とプログラミング言語（Python）を習得

できるプログラム

海外理工学プログラムB
～Geoscience Program～ 台湾 約19万円3月（約9日間） 20名国立台湾師範大学 2 秋学期現地講師の講義と盛りだくさんのフィールドワークで

台湾の地質や自然環境について学ぶ

▶ 本学に在籍しながら、海外の大学に留学し、大学間の相互単位認定により、２つの学位が取得できる制度 詳細はCIECウェブサイトを
ご覧ください。

https://ciec.kwansei.ac.jp/47.html
https://ciec.kwansei.ac.jp/abroad/program/category/detail/012.html
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コロナ禍でも、CIECは様々な留学イベントを提供します！ 
以下にご紹介する他にも、随時SNS、ウェブサイト等を通じて案内していきます。

留学イベントに参加しよう！

CIECウェブサイト

09

返済不要の奨学金がこんなに充実！

奨学金（支給型）

□ 参加者全員支給型
以下のプログラムに参加が決定し、所定の手続を行えば奨学金が支給されます。詳細については、プログラム提供部署に確認してください。

◆井谷憲次奨学金（アジア3万円、アジア以外5万円）

◆中期留学奨学金（20万円）

◆短期留学奨学金（アジア3万円、アジア以外5万円）

◆国連ボランティア計画（UNV）の規定により渡航費、滞在費の手当が支給される

◆国際社会貢献活動奨学金（30万円）

◆井谷憲次奨学金（2万円）

◆短期留学奨学金または井谷憲次奨学金（2万円）
　ただし参加費用が2万円を下回る場合は参加費実費を支給

国際教育・協力
センター

国際教育・協力
センター／プロ
グラム提供部署

国際教育・協力
センター／プロ
グラム提供部署

奨学金プログラム名 取扱窓口

海外異文化体験セミナー、外国語研修、
CCC（カナダ開催時のみ）、海外フィールドワーク、
インドネシア交流セミナー（インドネシア開催時のみ）、
English through Sports、学部・センター主催
短期プログラム

短期留学奨学金で対象にならないプログラムのうち、
特別に指定されたプログラム

中期留学（英語・フランス語・ドイツ語・スペイン語）
中期海外インターンシップ

国連ユースボランティア

国際社会貢献活動

融合プログラムのうち、特別に指定されたプログラム

オンラインで実施する国際教育プログラムのうち、
特別に指定されたプログラム

奨学金プログラム名 取扱窓口

国際教育・
協力センター

□ 選考型
各プログラムへの参加が決定した後、希望者は以下の奨学金に申請することができます。詳細については、派遣留学推薦が決定した後、オリエンテーションや掲示等で案内します。

◆井谷憲次奨学金（2学期間：100万円、1学期間：50万円）
◆交換留学奨学金（2学期間：30万円、1学期間：15万円）
◆日本学生支援機構海外留学支援制度（協定派遣）奨学金（月額6～10万円（派遣国・地域による）、上限12ヵ月）
◆その他、学外奨学金（詳細は交換留学推薦者に案内）

◆長期留学奨学金（2学期間：50万円、1学期間：25万円）

◆ダブルディグリー留学奨学金
　（月額10万円、ただし留学先大学と本学の学費が相殺される場合は一人月額3万円とする（大学院は月額7万円））

長期留学（学部科目履修型）

交換留学

ダブルディグリー留学

1. 全学部対象

2. 所属学部生対象

Theology in Dialogue、Mission in Dialogue A・B

交換留学

社会起業英語中期留学

外国語研修、インドネシア交流セミナー
（インドネシア開催時のみ）、海外フィールドワーク、
短期海外インターンシップ、CCC（カナダ開催時のみ）、
English through Sports

中期留学（英語・フランス語・ドイツ語・スペイン語）
中期海外インターンシップ
国際学部生対象中期留学（中国語・朝鮮語）
国際社会貢献活動

国際学部生対象中期留学プラス

交換留学、認定留学、長期留学（学部科目履修型）（2学期間）

交換留学、認定留学、長期留学（学部科目履修型）（1学期間）

神学部事務室

社会学部事務室

神学部国際交流奨学金

社会学部杉山貞夫交換留学奨学金（2学期間：40万円、1学期間：20万円）

人間福祉学部海外語学研修奨学金（20万円）

奨学金プログラム名対象者 取扱窓口

人間福祉学部
事務室

国際学部
事務室

神学部生

社会学部生

人間福祉学部社会起業学科生

国際学部生

15万円

40万円

60万円

30万円

ー

ー

ー

40万円

20万円

60万円

国際学部留学奨励金（全員支給型） 留学奨励金（選考型）

※奨学金情報については、2021年3月現在の情報のため、今後変更になる場合があります。
※日本学生支援機構（JASSO）貸与奨学金受給者のうち3ヵ月以上留学をする者は、留学中の受給を休止する場合のみ学生活動支援機構で所定の手続きをする必要があります。
※その他、日本学生支援機構（JASSO）第二種奨学金など貸与奨学金にも申請が可能です。詳細は学生活動支援機構（KSCの学生は所属学部事務室）までお問合せください。

奨学金に関する注意

3. 海外大学院進学者対象
奨学金プログラム名対象者 取扱窓口

◆関西学院大学グローバルリーダー育成「海外大学院派遣奨学金」（最大年額200万円）　
　※以下のプログラムを修了した者が対象
　①実践型“世界市民”育成プログラム（グローバルリーダー/エキスパートコース） ＊2016年度入学生までが対象
　②Cross-Cultural College (Certificate Program/複数分野専攻制（MS）特別プログラム）
　③国連・外交プログラム（複数分野専攻制（MS）特別プログラム）

◆日本学生支援機構海外留学支援制度（大学院学位取得型）
　（月額：8万9千～14万8千円（派遣国・地域による）／授業料：実費分（上限250万円））

国際教育・
協力センター海外大学院進学者 ー

留学情報はここから入手しよう！

CIEC
YouTube
Channel
開設!!

各種プログラムのガイダンス動画や、留学に役立つ情報などをYouTubeで公開しています。是非、
チャンネル登録をお願いします!

YouTube

登録はこちら ▶

募集要項には載っていない、留学プログラムの
詳細をウェブサイトに掲載しています。募集要項
と併せて、ウェブサイトを必ずご確認ください。

SNS
関学生の留学風景や留学のお得情報を配信中！

留学アドバイザー

このような方のために、国際教育・協力センター
では随時留学相談を行っています。留学につい
て相談があれば国際教育・協力セン
ターにお越しください。
別途留学アドバイザーによる個別相
談（予約制、Ｇ号館面談室／オンラ
イン）も実施しています。

み
ん
な

フ
ォ
ロ
ー

し
て
ね
！Instagram

（@kwansei_ciec）

Twitter
（@kwansei_ciec）

留学に興味があるけど、何から始めるの？
どんな留学プログラムがあるの？
留学未経験で不安・・・

CIECウェブサイトはこちら ▼

毎年大盛況の留学イベントです。実際に留学等で海外に出た経験者や、国際教
育・協力センターのプログラム担当職員と話すことができ、有益な情報を得る
チャンスです！

留学フェア

■日時：4月10日（土）10:00～16:00
■内容：留学を経験した先輩学生による相談コーナー、
　　　 各種講演会など（予定）

2019年度は
延べ850人が
来場しました！
2020年度は
オンラインで実施
しました。

CIECが提供する各種プログラムの募集・選考スケジュールやプログラム内容の詳細を説明します。
プログラムによって日程が異なるので、スケジュールをよく確認の上ご参加ください。

プログラム別募集説明会

1年生対象の留学説明会です。既存のプログラムの他、今からでもチャレンジできるオンラインプログラム、留学準
備、学内での国際交流などを紹介します。関学では、コロナ禍でも世界とつながる方法があります。国際教育・交流
に少しでも興味のある1年生は、まずはこの説明会にお越しください。

KG LIFE 2021 / START UP! KSC 2021

■日時：4月7日（水）
　　　第1部：11:00～11:50、 第2部：14:00～14:50
■場所：B号館201号教室、101号教室

NUC（西宮上ケ原キャンパス）
■日時：4月7日（水）
　　　第1部：9：00～10：00、 第2部：13:00～14:00
■場所：VI（6）号館101号教室

KSC（神戸三田キャンパス）

※学内の事情により教室が変更される可能性があります。
※オンラインでも配信します。

2019年度は
約2000名の
新入生が
参加しました！

※上記の奨学金については、在学中に1回のみ受給可能です。なお、国際教育・協力センターが提供する奨学金とは1回の留学において重複受給できません。
※国際学部生対象の奨励金は一部オンラインプログラムに対する特別措置があります。対象期間及び詳細は学部事務室までお問合せください。

予約はこちらから

詳細はこちら！

https://ciec.kwansei.ac.jp/page/ciec-youtube-channel.html
https://ciec.kwansei.ac.jp/1.html
https://www.instagram.com/kwansei_ciec
https://Twitter.com/kwansei_CIEC
https://ciec.kwansei.ac.jp/abroad/preparation/counter/
https://ciec.kwansei.ac.jp/information/event/41031.html
https://ciec.kwansei.ac.jp/abroad/program/category/schedule/
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