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あなたにぴったりのプログラムが あなたにぴったりのプログラムが きっと見つかる！

費用の目安

～30万円 30～60万円

短 期（2週間～1ヵ月間） 中 期（1学期間）

低
い 

★

★
★
★ 

高
い
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どこに行く？

いつ行く？

何しに行く？

説明会に
参加してみよう！

インドネシア
交流セミナー
約2週間

中期海外
インターンシップ

1学期間

国連セミナー
約2週間

外国語研修
約3週間～6週間

～
（行先国により異なる）

短期海外
インターンシップ

約4週間

～
（行先国により異なる）

Cross-Cultural
College （CCC）
約1週間～4週間

～
（プログラムにより異なる）

中期留学
1学期間

（行先国により異なる）

海外
フィールドワーク

約10日間

難易度 期間



きっと見つかあなたにぴったりのプログラムが きっと見つかるる！！

60～80万円 80～130万円 130万円以上

長 期（1年間）

02

どこに行く？どこに行く？
世界のどこへ行きたいですか？

アメリカ？ ヨーロッパ？ 郊外？ 都会？

どんな大学がいいですか？

1

2

1

2

1

2

いつ行く？いつ行く？
いつ・どのくらいの期間行きたいですか？

短くてよいか？ 長くしっかりか？

長期休暇を利用するかなど。

何しに行く？何しに行く？

さぁ、まずは

説明会に説明会に
参加してみよ参加してみようう！！

現地で何がしたいですか？

言語を学ぶ？ ビジネスを学ぶ？ 異文化交流をする？

留学の目的を考えてみましょう。

国際
ボランティア
1学期間

（派遣先により異なる）
～

交換留学
1学期間～1年間

～
（行先国・留学期間により異なる）

長期留学
1年間

～
（派遣先により異なる）
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先輩たちの4年間の過ごし方を見てみよう！先輩たちの4年間の過ごし方を見てみよう！

1年 2年 3年 4年

1年 2年 3年 4年

留学先では、芸術文化から社会学まで
学修。授業についていけたのは、仲間
たちのサポートのおかげです。

授業の後は、世界各国から集まってい
る留学生たちと観光へ。英語の聞く・話
す力が鍛えられました。

多国籍の学生たちと
ルームシェア。みんなで
よくパーティを楽しみまし
た。お寿司を作って振る
舞ったことも。

アーティストのライブ
会場で。授業は午
前中で終わるので、
とにかくアクティブに
動きまわりました。

留 学 前 留 学 後留 学 前留 学 中 留 学 中

留 学 前 留 学 中 留 学 後

ともに学んだ多国籍の友人たち。家族
同然に接してくれたホストファミリーと過
ごした日 も々宝物です。

留学経験者の声

3年次での留学のため、就活に間に合うよう中期

留学を選択。留学先では日曜礼拝を欠かさず、現

地の人たちと交流しました。英語の上達にも教会

はおすすめです。

02現地で積極的に交流すれば
英語力は必ずアップします！

授業の後は
る留学生た
す力が鍛え

ともに学んだ
同然に接し
ごした日 も々

合うよう中期

欠かさず、現

達にも教会

すれば
します！

現地の学生と一緒に授業を受け、確実に英

語力が伸びました。TOEIC®スコアは入学時

より200以上アップ。同時に、自分の意見を

持てるようになったのが大きな収穫です。

01留学を通じて得たものは
自分の意見を伝える力です。

文学部 4年　水谷 清香

経済学部3年　岩田 怜

念願の交換留学へ！
オランダでフェアトレードの
勉強をしたい！

交換留学参加
（オランダ・ラドバウド大学ナイメーヘン校）

春季外国語研修参加
（イギリス・レスター大学）留学は高校からの憧れ。

でも交換留学は自分には
難しいかも…短期間でも
留学に行きたい！

英語の上達を目指すなら現地に住んでい
る友達を作ることが良い練習になります
が、僕は現地の教会に行ってみることをオ
ススメします。僕は毎週日曜日の朝は教会
に行っていたのですが、現地に住んでいる
同年代の友達ができました。教会で使っ
ている単語は難しく慣れるまで大変です
が、リスニングスピーキングのとても良い練
習になります。関学はせっかくキリスト教の
学校なので行ってみるといいと思います。

留学中の
アドバイス

中期留学参加
（オーストラリア・クイーンズランド大学）

留学は自分の価値観や考えを広げられる
チャンスだと思います。私は留学するまで
自分がいかに一つの考え方に囚われてい
たのかを知りました。世界にはいろいろな
考え方を持つ人がいて自分が当たり前だ
と思っていたものが違ったり、自分の新た
な一面を知れたり、自分のことをもう一度
見つめなおすいい機会ではないかと思い
ます。就活などで留学を諦めることは本当
にもったいないと思います。

留学する後輩への
アドバイス

高校生の時から留学に興味を持っていまし
たが、アメリカンフットボール部の活動に専
念し、忙しい毎日を過ごしていました。

短期間海外で過ごした経験が、「また
海外に行きたい！」という気持ちを喚起
し、交換留学に向けての勉強のモチ
ベーションになりました。

留学を通して自分の価値観が
変わりました。たくさんの仲間に
出会え、日本社会や日本人を客
観的に見ることが出来ました。
将来は海外で社会貢献活動を
したいです！

CIEC公認の学生団体
GSNetworkに入り、関学
に来ている留学生のサ
ポートを始めました。

留学中はサウジアラビアやコロ
ンビア、中国など世界中に仲の
良い友達ができ、オーストラリア
が大好きになりました。就活と卒
論を終えたら、もう一度オースト
ラリアに行きたいです！

留学を決意してからは、放課
後に学校に残って英語の勉
強に集中しました！

受け、確実に英

コアは入学時

自分の意見を

収穫です。

たものは
る力です。

清香

念願の交換留
オランダでフェ
勉強をしたい！

交換留学への
挑戦を決意！

中期留学への
挑戦を決意！



?

04

先輩たちの4年間の過ごし方を見てみよう！

留学の夢を実現するには…

● 国際教育・協力プログラム募集要項を読み込み、
4年間のスケジュールを考えよう！
半年以上の留学は1年前から出願が始まります！

● 留学説明会（4～5月、9～10月）に参加しよう！
情報収集が何より重要です。

● 力試しにTOEFL®を受験しよう！
半年以上の留学に参加するには英語スコアが必須です。

私は、高校生の時から「海外で仕事をしたい」と思っており、実際に海外で働くと

はどういうことかということを知るためにこのプログラムに参加しました。初めて来

た土地では何をするにも勇気が必要で、通勤時も何度もバスを乗り間違えたり

と、最初は苦労の連続でした。しかし、このプログラムに参加したおかげで、帰国

した今、自分自身の成長を実感しています。何より積極性が身に付き、自分の将

来についても向き合うことができました。例えば、元々英語の授業でも率先して

発言できる性格ではなかったのですが、自分の意見をはっきりと言えるようになり

ましたし、卒業してから自分は何がしたいのか、より明確なビジョンが見えてきまし

た。自分を変えたいとか、他の人がしていない体験をしてみたいという人はぜひ、

この短期海外インターンシップに参加し、自分の成長を実感してください。

私は高校時代から英語や国際交流、北米の文化に関心を持っており、大学で

は留学を経験しようと決めていました。自分の英語力の基礎を固めるために中期

留学のトロント大学に参加しました。特に、厳密なアカデミックライティングの勉

強をできることはとても魅力的でした。トロント大学での経験がきっかけで、カナダ

の多文化共生社会に興味を持ち、英語を使い続けられる環境に身を置きたいと

考えるようになりました。そこで、帰国後CCC Field Study in Canadian Business

に申込みをしました。CCCに参加するにあたり不安もありましたが、中期留学で

習得したことを次のプログラムで応用していくことで、学んだことを忘れることなく

着実に新しいことを学ぶことができました。プログラムへの参加を重ねるうちに、

自分に自信がついていくことを実感できるので、2つのプログラムに参加して良

かったです。

留学と教職の両立
文学部 4年　松永 真輝

交換留学（ドイツ：デュッセルドルフ大学）／
中・高英語（一種）、中・高ドイツ語（一種）

「海外で働く」を知りたい！
商学部 2年　岡本 梓沙

短期海外インターンシップ（アメリカ）

途上国でのボランティア体験
国際学部 3年　遠藤 樹

海外フィールドワーク（ベトナム）／
国際社会貢献活動（フィリピン）

複数プログラムの参加
国際学部 3年　宇野 祥子

中期留学（カナダ：トロント大学）／
CCC Field Study in Canadian Business

私はもともと、留学と教員免許の取得のどちらにもチャレンジしたいと考えていま

したが、入学後にその両立は大変難しいことを知り、一度は教職を諦めることも

考えました。しかし、CIECや学部事務室、また教職センターで相談する中で、自

分の目標や科目の優先順位などを考えて、履修計画を立てることにしました（4

年間で卒業する、必修科目を留学前に取り終えるなど）。私は、1年次より大学

院への進学を考えていたため、最悪の場合も5～6年で必要な単位を修得でき

ればと考えつつも、できる限り4年で修得できるよう履修計画を立てていきまし

た。留学と教職の両立を考えているなら、ぜひ一度、大学での目標やチャレンジ

してみたいことを思い描いてみてください。両立する方法は人それぞれです。卒

業延期制度を使う人もいます。そして早めに行動してください。早ければ早いほど

チャンスが広がると思います。まずは、留学プログラムやそのシステム、また学部

や教職のスケジュールとカリキュラムを知ることから始めてみてはどうでしょうか。

私は1年の8月にカナダのバンクーバーで語学研修をした際、移民間の貧富の差

を初めて目の当たりにし、大きな衝撃を受けました。貧困で苦しむ移民や、元々彼

らが住んでいたであろう地域で貢献できる活動に挑戦したいと思い、国際社会貢

献活動への参加を決意しました。参加にあたり、「事前に途上国で経験を積んで

おきたい」、「途上国と一括りにされる東南アジア地域の各国の違いは何だろう」

という考えがあり、国際社会貢献活動に参加する前に、ベトナムの海外フィールド

ワークに参加することにしました。これにより、途上国に暮らすイメージができ、フィ

リピンでの半年間の滞在が非常にスムーズなものになり、充実した学びを得るこ

とができました。留学前は、ISの活動など不安もありましたが、プログラム担当教員

が密に現地とコンタクトを取ってくださったため、安心して留学することが出来まし

た。このように複数の留学プログラムに参加することで、1つ1つの点が繋がり1

つの線となり、より学びの多い大学生活を送ることができるのだと実感しました。

留学経験者の声留学経験者の声

…

VOICE



2
週
間

時期 実施国 言語 滞在形式 参加費（概算） 対象 英語要件

英語・日本語 学生寮 学部生夏休み

短
期
型　
夏
休
み
・
春
休
み
を
利
用
し
て
参
加
で
き
る
プ
ロ
グ
ラ
ム
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３
〜
６
週
間

2
週
間

4
週
間

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！

時期

アメリカ

アイルランド

60～70万円

40万円程度

50～80万円

20～30万円

50万円程度

ホームステイ/
学生寮ダブリン・シティ大学

慶煕大学、延世大学 朝鮮語

中国語

実施国 実施大学 言語 滞在形式 参加費（概算） 対象 英語要件

吉林大学、蘇州大学（隔年開講）
東海大学

こんな人におすすめ！

こんな人におすすめ！

□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を目指している！

※2018年度は日本開催

こんな人におすすめ！

カリフォルニア大学デイビス校、
カリフォルニア大学リバーサイド校、
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

ニュー・サウス・ウェールズ大学、
クイーンズランド大学、
マッコーリー大学、
アデレード大学

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、カルガリー大学、
ビクトリア大学

イギリス
オックスフォード大学、ケンブリッジ大学、
スターリング大学、レスター大学、
キール大学

英語 学部生 なし

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/日本 8～18万円
（開催地により異なる）

日常会話以上のコミュニケー
ション力を有すること。

国連本部を訪問し、ニューヨークで現役国際公務員・外交官の話が聞けるプログラム

United Nations Seminar国連セミナー

時期

アメリカ

実施国 言語 滞在形式 参加費（概算） 対象 英語要件

英語 ホテル 42万円 学部2年生以上

10
日
間

□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！

□国連本部に行ってみたい！　□国連やNGOなど国際機関で将来働きたい！こんな人におすすめ！

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

時期

マレーシア／ミャンマー
12～18万円

実施国 言語 滞在形式 参加費（概算） 対象 英語要件

英語 学生寮/
ゲストハウス

学部生
（一部、院生）

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。

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。

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

夏休み
春休み

夏休み

夏休み
ベトナム春休み

時期

アメリカ 64万円

実施国 言語 滞在形式 参加費（概算） 対象 英語要件

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

□「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！

夏休み
春休み

ベトナム ホテル夏休み

出願時期
夏 ： 4～5月
春 ： 10月　

50～60万円

中国
台湾

32万円

韓国
スペイン スペイン語アリカンテ大学

マレーシア マラヤ大学

年間約800人が
参加している

初心者向けプログラム！
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4
週
間

こんな人におすすめ！

1
〜
2
週
間

カナダの3大学（マウント・アリソン大学、クイーンズ大学、トロント大学）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)

時期

8万円

20万円

プログラム名

Global Career Seminar in Japan

Global Internship in Japan

Global Career Seminar in Canada

Field Study in Canadian Business

滞在形式 参加費（概算） 対象 英語要件

学外宿泊施設
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

□中・長期の留学の事前事後の力試しをしたい！　
□国内にいながらカナダの学生と「寝食を共にしながらの協働学習」を通じて、異文化交流をしたい！

夏休み

春休み

Global Career Seminar/Global Internship/Field Study in Canadian Business カナダの学生と力を合わせてビジネス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。

時期

カナダ 45万円程度

実施国 実施大学 滞在形式 参加費（概算） 対象 英語要件

クイーンズ大学 ホームステイ 学部生 TOEIC®400点、
TOEFL ITP®430点以上のいずれか春休み

言語

英語
21万円

19万円

言語

英語

Cross-Cultural Workshop クイーンズ大学でビジネス英語やリサーチ・プレゼンスキルを学べる入門語学プログラム。

中
期
型　
1
学
期
間
、
海
外
で
学
ぶ
プ
ロ
グ
ラ
ム

4
〜
5
ヵ
月
（
1
学
期
間
）

5
ヵ
月

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
□短期プログラムでは物足りない！
□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！

□英語を集中的に勉強したい！ □海外での生活を通じて人間的に成長したい！

時期

90万円

120万円程度

ホームステイ
または
学生寮

イギリス オックスフォード大学、ケンブリッジ大学 170～300万円

100～130万円

アメリカ ネブラスカ大学オマハ校

マレーシア マラヤ大学

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

実施国 実施大学 言語 滞在形式 参加費（概算） 対象 英語要件

こんな人におすすめ！

英語

フランス語

ビジネス英語に加え、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

Mid-term Business Internship Program中期海外インターンシップ

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▶派遣時期の1年前に出願する必要があります。計画的に国際協力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！

■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

International Volunteer Program国際ボランティア

時期

派遣先は毎年異なります。
詳細は国際教育・協力センターの
WEBサイトをご確認ください。

実施国 言語 滞在形式 参加費（概算） 対象 英語要件

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
支給有

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

なし
（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）

春学期
または
秋学期

秋学期 フランス リヨン第2大学

秋学期

4
ヵ
月

こんな人におすすめ！

時期

オーストラリア 120万円程度

実施国 実施大学 滞在形式 参加費（概算） 対象 英語要件

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

言語

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 　

□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!

こんな人におすすめ！ □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仕事をしてみたい!

秋学期

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単位を修得済
　または修得見込みの者。

TOEFL ITP®420～500点
（TOEFL iBT®36～61点）、または
450点～530点（45～71点）
※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点以上のいずれか

なし

5
ヵ
月

■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

時期

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

実施国 言語 滞在形式 参加費（概算） 対象 英語要件

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

なし春学期
秋学期

出願時期
留学時期の
半年～1年前

ホテル

ホームステイ

日本

実施国

カナダ



そ
の
他　
学
部
・
研
究
科
等
で
実
施
す
る
プ
ロ
グ
ラ
ム

■■ 海外派遣プログラム

提供学部等 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 募集時期 参加費 募集定員 プログラム概要

経済学部

商学部

国際学部・
産業研究所

言語教育・研究
センター

海外学習活動
ベトナムインターンシップ
海外学習活動
ドイツインターンシップ①
海外学習活動
ドイツインターンシップ②

ビジネスに活かせる
海外短期研修
プログラム

EUフィールドスタディー

ドイツ語海外研修

フランス語海外研修

ベトナム

ニュージーランド

アイルランド

アメリカ

フィリピン

アメリカ

イタリア

ドイツ・オランダ・
ベルギー・フランス

ドイツ

フランス

約26万円

約35万円

約40万円

約55万円

約36万円

約60万円

約40万円

約45万円

約45万円

未定

未定

約46万円

「ビジネスの現場」で必要なスキルや知識を
実践から学ぶインターンシッププログラム
本場ドイツでの試合やトレーニング、
会社運営に携わり、海外での業務経験が
できるプログラム

レベル別のクラスで学ぶ英語研修

マンツーマンレッスンを中心とした英語研修

レベル別のクラスで学ぶ英語研修

欧州の現地企業や日本企業、EU本部への訪問、
協定校の学生との交流を通して、EUの状況と経
済政策、ビジネス動向について学ぶ

ドイツ語集中学習

ドイツ語集中学習+フィールドワーク

フランス語集中学習

2月～3月（１ヵ月）

② 2月～3月（約4週間）

① 8/19（日）～9/15（土）

② 2月～3月（約2週間）

①8/18（土）～9/2（日）

2月～3月（約4週間）

8月下旬～9月上旬（11日間）

8/5（日）～9/2（日）

8/12（日）～9/8（土）

8/10（金）～8/31（金）

春休み

8/18（土）～9/2（日）

8/26（日）～9/16（日）

8月（約4週間）

秋学期 ２０名

1０名

1０名

2０名

2０名

1０名

1０名

10名

1０名

15名

15名

1０名

２5名

春学期

春学期

秋学期

約30万円 パルマ大学訪問、LEGOを活用したビジネス
ゲーム、ワークショップ、現地企業訪問2月～3月（約10日間） 秋学期

春学期

秋学期　

春学期

秋学期　

春学期

秋学期　

5名

5名

春学期

春学期

春学期

秋学期

現地企業または日系企業
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・フランクフルトに拠点を
おくスポーツ関連企業

カンタベリー大学

ダブリン・シティ大学

ワシントン大学

ビサヤ大学

サンディエゴ州立大学

パルマ大学

ドイツの協定校、現地
企業その他複数機関

ブレーメン大学

IIKデュッセルドルフ校

フランシュ・コンテ大学

各学部・研究科等でもさまざまな留学プログラムが提供されています。興味のある方は各プログラム提供学部等へお問い合わせください。

全学部生対象

ドイツ

ドイツ

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

07

1
学
期
〜
1
年
間

2
週
間

関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交換留学

□海外の大学で専門分野を学びたい！
□世界中から集まった優秀な学生と交流を深めたい！

□世界を舞台に活躍したい！

※本学の協定校以外の海外の大学に留学したい場合には、認定留学の制度があります。

時期

北米、アジア、ヨーロッパ、
オセアニア、中南米等

派遣先大学
により異なる

実施国 言語 滞在形式 参加費（概算） 対象 英語要件

こんな人におすすめ！

□交換留学の要件を満たすことはできなかったが、１年間留学をしたい！（交換留学の推薦者の結果発表後に出願可能）
□段階的に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！　　　□春出発でアメリカに1年間留学したい！

こんな人におすすめ！

派遣先大学
により異なる

①学部生、大学院生
②所定の単位数を修得している者
③学業成績が概ね良好の者

外国語運用能力アップに加え、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）

春出発

秋出発

1
学
期
〜
1
年
間

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 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

33か国・地域にある約140校の協定校で学ぶことができます！

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年留学可能交換留学の３つの特徴！

自身で留学先（協定大学を含む外国の大学）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
1
学
期
〜
1
年
間

時期

自身で留学先を決定する

実施国 滞在形式言語 参加費（概算） 対象 言語要件

春出発

秋出発

■

■

協定校一覧はこちらから▶

NEW

①学部生
②所定の単位数を修得している者
③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
①学部生、大学院生
②留学手続き1年以上在学し、
　24単位以上の単位を修得した者

出願時期
留学時期の
半年～1年前

授業料は
関学のみ支払う

現地大学の
授業料免除（　　　）

出願時TOEFL ITP®480点以上
TOEFL iBT®54点以上
IELTS（アカデミック）4.5点以上
（英語受験者のみ）

（ 　 　 　 ）

派遣先大学
により異なる

現地大学の
授業料納入が必要

海外学習活動（吉林大学） 中国 約6万円 東アジア経済諸問題について討議する
グループワーク、日中学生の交流や企業見学など10月（1週間） 春学期 1０名吉林大学



■

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 募集時期 参加費 募集定員 プログラム概要

提供学部等 プログラム名 実施国・地域 実施・協力機関名 開催時期・期間 募集時期 募集定員 プログラム概要

神学部

神学部

文学部

社会学部

法学部

理工学部

人間福祉学部

教育学部

国際学部

Mission in Dialogue

ドイツ語中期留学

東アジア文化交流
セミナーB

比較社会演習Ａ

法学・政治学
グローバル演習D

中国人民大学法学院
交換留学プログラム

法学・政治学
グローバル演習C
法学・政治学
グローバル演習C
法学・政治学
グローバル演習C
海外理工学プログラムB
～Coral & Forest Study in Tropical Area～

海外理工学プログラムB
～Introduction to Scientific Diving～

海外理工学プログラムB
～NCTU Summer Program～

海外理工学プログラムB
～Geoscience Program～

海外理工学プログラムB
～English for Science and Technology～

ソノマ州立大学
英語研修＆フィールドワーク
（理工学部生の参加も可）

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）

中国　上海・蘇州
フィールドワーク

人間福祉グローバル演習A

社会起業英語中期留学

社会起業フィールドワーク

社会起業インターンシップ

US"アシスタント
ティーチャー"ボランティア

中期留学
（英語・中国語・朝鮮語）

中期留学プラス

Introduction to Business in Asia: 
Innovation, Leadership, and Strategy

韓国

ドイツ

中国

台湾

タイ

インド

中国

中国

台湾

インドネシア

インドネシア

台湾

台湾

アメリカ

アメリカ

アメリカ

中国

コロンビア

カナダ

タイ

フィリピン他

アメリカ

アメリカ

中国

台湾

韓国

アメリカ

台湾

台湾

約10万円

約80万円

約10万円

約8万円

授業料相殺

約20万円

約15万円

約15万円

約6万円

約23万円

約25万円

約27万円

約17万円

約63万円

約33万円

約50万円

約19万円

約26万円

約110万円

約10万円

約15万円～
約20万円

約45万円

約１６２万円（４ヵ月）
約200万円（７ヵ月）

約63万円

約96万円

約108万円

約445万円

約145万円

約30万円

日本と他国におけるキリスト教とその現状を学び、
現地ではキリスト教施設等への訪問を行う

他国の留学生と学ぶドイツ語研修

「日中文化交流史」という枠組みの中での
学生同士の交流・学習
台湾で日本語を学ぶ学生と共に、ディスカッションや
フィールドワーク、グループ発表を行う
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
英語研修＋象の保護施設での
ボランティア活動
現地学生との交流、フィールドワーク、
孤児院訪問など
現地学生との交流、同窓会北京支部との
交流、裁判所、法律事務所訪問など
現地学生とのディスカッション、
フィールドワークなど
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
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
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
現地講師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

理系英語に特化した英語研修プログラム

英語研修+地域コミュニティでの
テーマ別フィールドワーク

シリコンバレーのIT企業を訪問する
研修型プログラム

現地日系企業の視察やフィールドワークを通じ
中国の政治・経済・社会の理解を深めるプログラム
非営利団体や大学教員らの地域での活動を
視察し、問題解決に携わる人 と々の交流を行う
12週間集中的にアカデミックな英語を学ぶ
プログラム
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
海外のソーシャルワーク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
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

4ヵ月または7ヵ月の英語集中学習

韓国・ソウルで学ぶ6ヵ月の朝鮮語集中学習

台湾・台北で学ぶ6ヵ月の中国語集中学習

中国・北京で学ぶ5ヵ月の中国語集中学習

英語学習+学部での授業履修

中国語学習+学部での授業履修

人的価値や企業戦略、技術開発などの経営
領域について英語で学ぶ講義や企業訪問

8月（約1週間）

3月～7月（4ヵ月半）

3月（5日間）

9月（約1週間）

2月～8月

8月（3週間）

11月（約1週間）

3月（約1週間）

3月（約1週間）

3月（約１０日間）

８月～9月（約１０日間）

８月（約３週間）

3月（約１週間）

①8月～9月（約４週間）
②2月～3月（約４週間）

1月～３月（約4週間）

9月（約1週間）

9/9（日）～9/16（日）

2月（8日間）

5月～8月（約12週間）

2月（約2週間）

8月～9月（約6週間）

２月～３月（約２週間）

８月～１２月(約４ヵ月）又は
８月～３月(約７ヵ月）

2月～7月（５ヵ月）

8月～2月（約6ヵ月）

８月～２月（約６ヵ月）

８月～５月（約９ヵ月）

8月～5月（約8ヵ月）

3月(約2週間）

春学期

秋学期

春学期

4月初旬
※申込制科目

秋学期

春学期
秋学期

秋学期

秋学期

秋学期

秋学期

春学期

春学期

秋学期

春学期
秋学期

春学期

秋学期

春学期

春学期

秋学期

秋学期

春学期

秋学期

春学期

秋学期

秋学期

春学期

春学期

大学院入試
ホームページを参照

秋学期

春学期

春学期

春学期

春学期

秋学期

5名
～10名

1０名

1０名

10名

4名

12名

12名

10名

12名

２０名

10名

1０名

２０名

15名
15名

約２０名

1０名

15名

10名

15名

15名程度

若干名

約20名

２０～３０名

12名

15名

15名

若干名

若干名

10名前後

監理教神学大学

レーゲンスブルク大学

蘇州大学

国立高雄第一科技大学

中国人民大学法学院

パヤップ大学
エレファント・ネーチャー・パーク

ジャワハルラール・ネルー大学

中国人民大学法学院

長栄大学

ウダヤナ大学

ディポネゴロ大学

国立交通大学

国立台湾師範大学

カリフォルニア大学デイビス校

ソノマ州立大学

シリコンバレーの複数企業等

上海交通大学・蘇州大学

アンティオキア大学 

クイーンズ大学

アサンプション大学、
現地NPO、NGO団体

現地のNPO・NGO団体

カリフォルニア州の
公立小学校・幼稚園

ハワイ大学マノア校

北京第二外国語学院

国立台湾師範大学
国語教学センター

延世大学韓国語学堂

ハワイ大学マノア校

国立台湾師範大学
国語教学センター
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■■ ダブルディグリー留学 ▶ 関学に在籍しながら、海外の大学に留学し、2つの大学の学位取得ができるプログラム

提供学部 プログラム名 実施場所 実施・協力機関名 開催時期・期間 募集時期 参加費 募集定員 プログラム概要

■■ 融合（フュージョン）プログラム ▶ 日本にいながら、海外の学生と共に学ぶプログラム

Thology in Dialogue 大阪梅田キャンパス
及び京都市内

ダブルディグリー留学

カナダ

フランス

オーストラリア

イギリス

日本キリスト教協議会
（NCC)宗教研究所

マウント・アリソン大学

リール大学

クイーンズランド大学

スターリング大学

10月～12月（秋学期授業）

2年次の9月から約2.5年

2年次の9月から約1年

2年次の2月から
約1.5～2年

1年次の9月から約1年

約2万円 5名程度

若干名

2名以内

若干名

若干名

国立台湾大学

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　

派遣1年目は本学授業料納付による相殺のため不要。2年目以降は関学と
留学先大学の両方に支払うが、留学中の関学の学費は年額5万円に減額される

留学先学費は本学授業料納付による相殺のため不要

学費は関学と留学先の両方に支払うが、留学中の
関学の学費は年額5万円に減額される
学費は関学と留学先の両方に支払うが、留学中の
関学の学費は年額5万円に減額される

社会学部／商学部／
国際学部

経済学部

※学部・研究科等で実施するプログラムの情報は2018年3月現在のものです。

国際学部

言語コミュニケーション
文化研究科

所属学部生対象

総合政策学部
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調べておこう！

奨学金

奨学金プログラム名

奨学金プログラム名 取扱窓口

外国語研修

国際学部生対象中期留学プラス

社会起業英語中期留学 人間福祉学部事務室人間福祉学部海外語学研修奨学金（20万円）

15万円

40万円

40万円60万円
30万円 20万円

国際学部事務室

国際教育・協力センター

交換留学または認定留学（1セメスター）
交換留学または認定留学（2セメスター）

60万円

国際学部留学奨励金（全員支給型） 留学奨学金（選考型）プログラム名 取扱窓口

□ 選考型

交換留学 社会学部事務室社会学部杉山貞夫交換留学奨学金（2セメスター：40万円、1セメスター：20万円）
奨学金プログラム名 取扱窓口

取扱窓口

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。

□ 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。

◆中期留学奨学金（20万円）
中期留学

中期海外インターンシップ

◆短期留学奨学金（アジア3万円、アジア以外5万円）

◆費用（渡航費、滞在費、保険等）は国連ボランティア計画（UNV）の規定により支給される

◆国際社会貢献活動奨学金（30万円）

国連ユースボランティア

国際社会貢献活動
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

奨学金プログラム名 取扱窓口
外国語研修、CCC、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）、学部主催プログラム

ドイツ語中期留学 文学部事務室中期留学奨学金（20万円）
奨学金プログラム名

中期留学（英語・フランス語）
中期海外インターンシップ

国際学部生対象中期留学（英語・中国語・朝鮮語）
国際社会貢献活動

◆佐伯海外留学支援奨学金（2セメスター：100万円、1セメスター：50万円）
◆交換留学奨学金（2セメスター：30万円、1セメスター：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

◆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））

実践活動を含む
すべてのプログラム

◆トビタテ！留学JAPAN日本代表プログラム
　毎年2回（7月、12月）に学内募集要項発表
　　①奨学金 ： 月額6万円、12万円、16万円のいずれかを支給　※留学地域、世帯収入によって決定
　　②留学準備金 ： アジア地域：15万円、アジア以外の地域：25万円
　　③授業料 ： 支援期間が1年未満：30万円、支援期間が1年以上：60万円

長期留学 ◆長期留学奨学金（2セメスター：50万円、1セメスター：25万円）

取扱窓口

交換留学

ダブルディグリー留学

社会学部生対象

文学部生対象

全学部対象

人間福祉学部社会起業学科生対象

国際学部生対象

※奨学金情報については、2018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）貸与奨学金受給者で3ヵ月以上留学をする場合は、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。
※各学部生対象の奨学金については、在学中に1回のみ受給可能です。国際教育・協力センターが募集する奨学金とは1回の留学において重複受給できません。
※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）までお問い合わせください。

奨学金に関する注意
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今年から国際教育・協力センターウェブサイトがリニューアルし、より見や

すく、より最新情報を入手できるサイトになりました。募集要項には載って

いない、留学プログラムの詳細はウェブサイトに掲載しています。この募集

要項と併せて、ウェブサイトを必ずご確認ください。

留学情報はここから入手しよう！

CIECウェブサイトが新しくなりました！

1年生対象の留学説明会です。国際教育・協力センターが提供する留学プログラムや学内でできる国際交流を一挙に

紹介します。留学や国際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！

留学イベントに参加しよう！

最大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

そんな方のために、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。

留学アドバイザー

登録まで約1分！

ウェブサイトや掲示の中でも特に重要かつ最

新の情報を毎週木曜日に配信中。留学プログ

ラムや国際交流イベントの情報をGETするに

は、メルマガに登録しましょう！

メールマガジン

■日時：4月6日（金）第1部：10:00～11:00、第2部：12:00～13:00
　　　　　　　　第3部：14:00～15:00、第4部：16:00～17:00
■場所：B号館201号教室

■日時：　　　4月14日（土）10:00～16:00／　　　10月上旬
■場所：　　　G号館
■内容：留学を経験した先輩学生による相談コーナー、各プログラム参加者による
　　　 体験談発表、英語力UP講座など各種講演会

■日時：4月6日（金）第1部：9：00～10：00、第2部：12:15～13:15
■場所：第1部：Ⅵ号館101号教室
　　　 第2部：Ⅵ号館201号教室

ウェブサイトはこちら ▶

みんなフォローしてね！

関学生の留学風景や留学のお得情報を配信中！

Instagram（@kwansei_ciec）

Twitter（@kwansei_ciec）

Facebook（@KG.GLOBAL.PORT）

留学に
興味があるけど、
何から
始めるの？

どんな留学が
あるの？

留学
未経験で
不安・・・

メルマガ登録者数
2400人以上！
好評配信中♪

NUC KSC

SNS

キャンパスライフABC

留学を経験した先輩学生の体験談発表や、座談会をとおして、留学に対する不

安を解消し、学習方法を発見したり、モチベーションアップに繋げることを目的とし

た人気イベントです。少人数制のイベントなので、気軽に参加してみてください！

グローバルダイアログ

登録はこちら ▶

参加申込みはこちら ▲

昨年度は
約1500名の
新入生が
参加しました！

NUC

春学期 秋学期
昨年は延べ
700人が
来場しました！

4 月 下 旬

6 月 上 旬

10月上旬

10月中旬

12月上旬

▶ 交換留学に挑戦したい人集まれ！

▶ 英語試験スコアアップ講座

▶ 語学研修に行こう！

▶ 英語試験スコアアップ講座

▶ 留学×就活

★その他、各学部とタイアップした回も実施予定です。



発　刊：関西学院大学　国際教育・協力センター

発行日：2018年3月
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