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海外留学ハンドブック

留学体験記　 国際交流教育センター交流室で、留学を終えた学生の留学体験記を自由
閲覧できます。

国際交流教育センターFacebook
追手門学院大学の留学制度を利用して長期留学中の学生のリアル
Voiceをお届けします。

追大 国際交流LINE@
交換留学・短期留学プログラム等の募集案内や、留学生と交流できる
イベント、E-COワークショップ開催案内などの情報を毎月２回配信！

情報収集に

活用してくだ
さい！



　
短期プログラム 長期プログラム その他

海外セミナー 海外
インターンシップ

交換留学
〈語学コース〉

交換留学
〈学部コース〉 認定留学 休学留学

留学先

〈夏休み〉
イギリス、韓国

ベトナム
イギリス、スペイン、オランダ、
ドイツ、アメリカ、オーストラリア、
インド、中国、韓国、台湾、タイ

留学先は　
学生自身が
決定　　　

留学先は　
学生自身が
決定　　　〈春休み〉

オーストラリア、台湾

応募年次 １～４年生
（４年生はイギリス・韓国のみ） １～４年生 １～３年生 ２～３年生 全学年

募集

イギリス・韓国
４月頃 毎年４月下旬

書類提出締切
毎年10月中旬
書類提出締切

〈春出発〉
前年11月末 休学届の書類

提出期限に
準ずる　　　オーストラリア・台湾

９月頃
〈秋出発〉
当年５月末

応募時の
語学要件 なし なし

〈英語圏〉
TOEIC®400点相当
〈英語圏以外〉

なし

希望留学先の学部
入学語学要件による
（募集要項参照）

希望留学先に
よる　　　　

希望留学先に
よる　　　　

期間 夏休み・春休み
３週間

夏休み
約２週間

〈中期〉
約４～６ヶ月
〈長期〉

約10ヶ月（アメリカ）

１学期間か
２学期間　

休学期間中の
期間　　　　

費用

〈英語圏〉
約40万円

約22万円

〈英語圏〉
約50～70万円 ＊参考＊

英語圏に１年間
留学で約200万円

＊参考＊
英語圏に１年間
留学で約200万円〈アジア圏〉

約10～22万円
〈アジア圏〉
約20～50万円

大学の長期留学参加中の取扱いについて
交換留学 認定留学 休学留学

修業年数への算入 あり あり なし
単位認定 あり（詳細はP３参照） なし なし
単位読替 あり（大学の正課科目に限る） あり（大学の正課科目に限る） あり（事前の届出必要）

本学での授業履修 不可 不可 不可
留学期間中の提出物 定期的な報告書 定期的な報告書 なし※3

本学の学費 必要 必要 免除・減額処置※4

留学先大学の学費 不要 必要 必要
本学の奨学金 あり※1 あり※2 なし

《注意点》
※1　留学先大学への往復航空費を本学が負担します。 ※3　年度をまたぐ休学には改めて休学願の提出が必要。
※2　本学授業料相当額を奨学金として給付します。 ※4　本学授業料は免除、施設設備充実資金は休学期間に応じて減額。

留学プログラムごとの留学費用補助について
短期留学 参加費のうち、留学先授業料は免除か本学負担（一部セミナー除く）
交換留学 （全員）留学先への往復航空費／留学先授業料免除（一部語学コース除く）
認定留学 本学授業料相当額を奨学費として還付
休学留学 なし

留学プログラム一覧
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日本学生支援機構（JASSO）が運営する『海外留学を考える方へ』の情報サイトに、各国の留学情報や奨
学金などの情報が掲載されています。
　［海外留学支援サイト］　http://ryugaku.jasso.go.jp/
留学準備の初歩的な情報がパンフレットになったものもありますので、参考にしてください。
　［留学ガイドブック「私がつくる海外留学」］　http://ryugaku.jasso.go.jp/publication/guidebook/
資格等取得奨励金制度

取得した資格に応じて奨励金を給付する制度です。
■ 申請資格　下記のいずれかに該当しないこと。
（1） 本学に入学するまでに受験した資格等
（2） 合格発表日から起算して原則として１年を超えた資格等
（3） 以前に本制度の申請を行い、奨励金の支給を受けた資格等

（ただし、税理士試験等科目ごとの申請を認めている場合を除く）
（4） 資格等の取得、合格が新規ではなく、更新である場合
■ 補助対象　※語学試験のみ抜粋※

TOEFL®スコア100点以上（iBT） 100,000円
TOEIC®スコア（860～990点） 100,000円
実用英語技能検定１級 100,000円
TOEIC®スコア（730～859点） 50,000円
TOEIC®スコア（600～729点） 30,000円
実用英語技能検定２級 10,000円

■ 申請期間
（1） 毎年度５月１日から７月31日までの期間（ただし、事務受付日、及び事務受付時間内に限る）
（2） 毎年度10月１日から１月31日までの期間（ただし、事務受付日、及び事務受付時間内に限る）
■ 問合せ
就職・キャリア支援課（１号館１階）
語学検定料補助

資格取得のための受験料を、補助する制度です。
■ 申請資格
申請時において、追手門学院大学に在学する最短就業年限内の正規学部生であること。

■ 補助対象
2017年４月～2017年12月に実施される以下の語学検定の検定料（2018年１月以降に実施される語学検定は対象外）
① 英検（日本英語検定協会の「実用英語検定」）
② TOEIC®
③ TOEFL IBT®
④ IELTS™（International English Language Testing System）
⑤ ドイツ語技能検定試験
⑥ 実用フランス語技能検定試験
⑦ 中国語検定試験

⑧ HSK漢語水平考試験
⑨ ハングル能力検定試験
⑩ 韓国語能力試験（TOPIK）
⑪ 漢検（日本漢字能力検定協会の「日本漢字能力検定」）
⑫ 日本語能力検定試験
⑬ BJTビジネス日本語能力テスト

■ 申請期間
2017年４月24日（月）～2018年２月23日（金）17時まで　
なお、上記の募集期間にかかわらず、予算がなくなり次第（申請締切日前であっても）募集を停止するこ

とがあります。
その場合はUNIVERSAL PASSPORTの掲示等で通知します。

■ 募集人数
特に定めはなく、予算がなくなり次第、募集を停止します。
※ 申請方法等の詳細については、大学HPの「国際交流・留学」⇒キャンパス内国際体験⇒資格・検定から
確認できます。

［語学検定料補助］　http://www.otemon.ac.jp/cis/campus/qualifi cation/
■ 問合せ
国際交流教育センター（１号館地下１階）

留 学 準 備

海外留学ハンドブック
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追手門学院大学は、学部生が在学中に１学期間から１学年間の長期留学ができる留学制度を設けています。
「交換留学」「認定留学」、大きく分けて２つの形態があり、本学に在籍したまま留学し、留学先で修得した
単位が本学の条件を満たせば、本学の卒業要件単位として認定される可能性があることがメリットです。

海外の協定校と相互に学生交換を行う留学制度です。学内選考の要件を満たしたうえで応募し、選ばれれ
ば派遣留学生として中期４～６ヶ月間、長期10ヶ月間、語学コースまたは学部コースで学習します。

募集スケジュール
　→　 　→　

募集は年１回（秋学期）です。９月中旬に申込用紙を配布しますので、国際交流教育センターへ取りに来てください。
応募要件

共　通　要　件 コース別要件

・ 学力、人物共に優秀で、交換留学の目的を理解していること。
・ 国際交流教育センター委員会において定める所定の単位数※1を
修得済みであること。

・ その他必要とする留学資格を満たしていること。
・ 在学中に、交換留学制度で派遣されたことがないこと。
・ 出願の際及び派遣予定期間に休学していないこと。
・ 英語圏の協定校へ応募する場合は、目安としてTOEIC®400点以上の語学
力を有していること。（応募要件は、交換留学募集要項を確認すること）
・ 応募時のGPAが2.0以上であること。
・ 英語圏以外への協定校へ応募する場合は、協定校が所在する地域で話
されている言語の検定試験結果の提出ができること。

・ GIPプログラム（派遣留学生専用の留学前・後研修）に参加できること。

学
部
コ
ー
ス

上記の共通要件以外に、
協定校が定める学部科
目履修要件を満たして
いること。履修要件は
協定校によって異なる
ため、交換留学募集要
項を確認すること。

語
学
コ
ー
ス

上記の共通要件以外に、
特に要件はありません。

※1　国際交流教育センターへお尋ねください。
注意： 外国人留学生の交換留学は認めていません。また、派遣先の国籍所有者は、協定校が受入れを認めな

い場合があります。
留学期間中の履修上の措置

・ 留学期間中の本学での授業履修は認めません。
・ 派遣留学生として選考されたものは、各学科履修細則に基づき、履修単位制限が緩和されます。
・ 国際交流科目に加え、大学が認めた留学生専用科目が認定されます。留学生専用科目については、それ
ぞれ課題が出されます。

・ 交換留学の期間は、卒業に要する修業年限に算入することができます。
　但し、本学が定める出国日と帰国日を厳守しなければなりません。
・ 派遣留学生が協定大学において取得し、成績を評価された科目は、本学学則第24条の定めるところによ
り、本学の単位として読み替えることができます※2。
※2　 単位の読替手続きは自動的にされるものではなく、派遣留学生が各自で進める必要があります。
　　 詳細は教務課所属学部係へお尋ねください。
留学中の学費等の取扱い

・ 交換留学期間中の本学授業料は納入※3する必要があります。
　※3　 納入期限は、追手門学院大学授業料等納付規程第５条に定める。

（例年、春学期：４月下旬　秋学期：９月下旬）
・ 協定大学の学部が開講する授業料は、大学間の協定により免除されます。
　但し、附属教育機関（一部の語学コース）の開講する授業の授業料は免除されません。
・ 授業料免除以外の支援は、各協定内容により異なるため、協定校一覧表（次頁）を参照すること。
　但し、協定内容の調整等のため年度途中で変更となる場合があります。
　最新情報は国際交流教育センターへお問合せください。
留学期間中の提出物

・ 派遣留学生は、所定の学習状況報告書を定められた期限に国際交流教育センターに提出しなければなりません。

長期プログラム

交 換 留 学

募集説明会 春学期：４月･５月　秋学期：９月 申込書類配布 ９月中旬 申込受付 10月中旬
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■ 語学コース／学部コース：いずれも留学先授業料免除（一部大学は学部コースのみ）
国 派遣先大学 期間 派遣予定期間 履修言語

１

アメリカ

シアトル・セントラル・カレッジ 中期 ９月下旬～３月中旬 英語

２ スノーカレッジ
中期 ８月下旬～12月下旬

英語
長期 ８月下旬～５月初旬

３ フェリス州立大学
中期 ８月下旬～12月中旬

英語
長期 ８月下旬～５月初旬

４ ウェスト・ジョージア大学
中期 ８月上旬～12月初旬

英語
長期 ８月上旬～５月初旬

５ イギリス リージェンツ大学ロンドン 中期 ９月中旬～１月下旬 英語

６ オランダ フォンティス大学 中期 ８月下旬～１月中旬 英語

７ ドイツ ゲッティンゲン私立大学 中期 10月上旬～２月上旬 英語

８ スペイン ウェルバ大学 中期 ８月下旬～２月上旬 スペイン語
英語

９ オーストラリア サンシャインコースト大学 中期 ８月下旬～12月中旬 英語

10 インド グジャラート大学 中期 ９月下旬～12月下旬 英語

11 韓国 南ソウル大学 中期 ９月上旬～12月中旬 韓国語

12 中国 上海師範大学 中期 ９月上旬～１月下旬 中国語

13 台湾 静宜大学 中期 ９月上旬～１月中旬 中国語
英語

14 タイ チェンマイ大学 中期 10月下旬～２月下旬 タイ語

■ 語学コース：留学先授業料負担／学部コース：留学先授業料免除
国 派遣先大学 期間 派遣予定期間 履修言語

15

オーストラリア

グリフィス大学 中期 ８月下旬～１月下旬 英語

16 ディーキン大学 中期 ８月下旬～12月下旬 英語

17 タスマニア大学 中期 ８月下旬～12月中旬 英語

18 韓国 建国大学 中期 ９月上旬～11月下旬 韓国語
英語

 2017年４月１日現在

2017年度より交換留学の留学前・後の研修が新しくなります ▷▷▷ 詳細は裏表紙へ

海外留学ハンドブック
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認定留学とは、事前に留学に関する申請書等を提出し許可された場合の留学のことです。学生は、留学中
に課題を行ったり、留学から帰国後、留学先で修得した単位の認定を願い出ることで、単位認定される場合
があります。

募集スケジュール
募集説明会　なし／申込書類　随時配布／申込受付　秋出発：５月末日まで　春出発：11月末日まで
留学先への申込スケジュールは、認定留学のスケジュールと異なるので、各自で確認すること。

応募要件
• 本学に在学中の２年生以上の学部生で、留学するに足る一定の単位を取得した者。（下表参照）
【留学に必要な修得単位数】

出願年次 ２年生　春学期 ２年生　秋学期 ３年生　春学期 ３年生　秋学期
既修得単位数 34単位以上 50単位以上 68単位以上 85単位以上
出発時期 ２年生　秋学期 ３年生　春学期 ３年生　秋学期 ４年生　春学期

※注意※
• 卒業予定年度の最終学期の出発はできません。
• 外国人留学生の認定留学は認めていません。
• 休学期間、過年度卒業予定のある学生については、応募前に教務課へご相談ください。

留学期間中の履修上の措置
• 留学期間中の本学での授業履修は認めません。
• （留学期間）認定留学の期間は１学期（１セメスター）又は２学期（２セメスター）とし、２学期（２
セメスター）まで在学年数に算入されます。

• 留学期間の変更を希望する場合は、留学期間変更願を国際交流教育センターに提出し、教授会の許可を
得なければなりません。

留学中の学費等の取扱い
• 認定留学期間中の本学授業料は納入※1する必要があります。
　※1　 納入期限は、追手門学院大学授業料等納付規程第５条に定める。

（例年、春学期：４月下旬　秋学期：９月下旬）
• 認定留学生には奨学金※2を支給します。（支給金額や支給日については別に定める。）
• 奨学金を受ける学生については、学費の分納及び延納の申請は認めません。
　※2　 認定留学が取り消された場合、追手門学院大学学部生の認定留学に関する規程第13条の定めによ

り当該学期期間にかかる奨学金全額をただちに返還しなければなりません。

留学期間中の提出物
認定留学生は、３ヶ月毎に所定の学習状況報告書を国際交流教育センターを通じて、所属学部長に提出し

なければなりません。

交換留学・認定留学以外で在籍期間中に海外での長期滞在を希望する場合は、休学となります。休学期間
は在学期間に含まれません。卒業のためには、休学期間を除いて通算４年間の在学期間が必要です。休学時
期に合わせて休学願を教務課に提出し手続きを行ってください。休学期間中の留学先教育機関の名称を含む
連絡先を国際交流教育センターへ提出する必要があります。休学期間中に留学等で修得した単位の認定を希
望する場合は、事前の届出（休学開始の１ヶ月前までに所定の様式により提出）が必要です。その他の休学
する場合の注意点は、STUDY GUIDEを参照してください。

認 定 留 学

休学する場合
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短期留学プログラムは、語学研修と異文化体験の両方を含んだ内容なので、初めて海外へ行く人でも気軽
に参加できます。留学には興味があるけれど、いきなり長期で行くのは不安という人のファーストステップ
としても有効です。短期間の滞在でより大きな成果を上げるためには、プログラム中の目標を渡航前に明確
にし、事前にしっかり準備するための研修も行います。

セミナー名
短期海外セミナー 海外セミナー

〈韓国〉
建国大学

〈台湾〉
静宜大学

〈イギリス〉
Regent’s University London

〈オーストラリア〉
Curtin University

行　先 ソウル 台中 ロンドン パース

期　間 〈夏休み〉
８月　約３週間

〈春休み〉
３月　約３週間

〈夏休み〉
８月　約３週間

〈春休み〉
２月　約３週間

費　用 220,000円 117,000円 352,000円 291,000円
滞　在 大学寮 大学寮 大学寮 ホームステイ
定　員 20名 20名 20名 20名
科目名 国際交流科目　短期海外セミナー 国際交流科目　海外セミナー
単位数 ２単位 ４単位
応募条件

夏休み実施のプログラム：全学部学生１年生から４年生まで。
春休み実施のプログラム： 全学部学生１年生から３年生まで。４年生は再試験と重複する可能性があるため不可。
※ １年生から４年生まで、セミナー期間と追試験が重複しても受験できませんので留意ください。
応募方法

募集説明会で、申込書類（申込書・誓約書・志望動機書WordA４で600字～800字、学部学科・学籍番号・
氏名を明記のこと）を配布します。申込書類を期日までに国際交流教育センターへ提出してください。

申込スケジュール
説明会の実施　夏休み実施のプログラム：４月頃／春休み実施のプログラム：９月頃
募集期間終了後、数週間以内に面接試験を行います。面接日程と結果はUNIVERSAL PASSPORTで通知し

ますので、掲示を頻繁に確認するようにしてください。
費用／キャンセル料

募集説明会で提示する費用は前年度実績です。燃油サーチャージや為替相場によって、前年度から大きく
費用が前後する可能性があるので、あくまでも目安として参考にしてください。正式な費用は渡航の１ヶ月
前までには国際交流教育センターから通知します。

単位認定
事前研修への参加・プログラム期間中の成果・帰国後のレポートが成績評価の対象となります。帰国後の

レポートは、帰国後１週間以内に提出してください。

企業が求めるスキルは学生が認識している能力とは全く異なります。「語学力」「業界の専門知識」「ビジ
ネスマナー」「PCスキル」などの、就職してから習得できる能力よりも、グローバルマインドを醸成できる
海外インターンシップを本学は用意しています。平成29年度JASSO海外留学支援制度採択プログラムに採択
されたインターンシップの参加者にはJASSOより７万円の奨学金が支給されます。
インターンシップ名 実践型海外インターンシップ・ベトナム 応募条件

全学部学生１年生から４年生まで
応募方法

２月と４月に実施する募集説明会で申込書類
（申込書・誓約書・志望動機書WordA４で
600字～800字、学部学科・学籍番号・氏名
を明記のこと）を配布します。申込書類を
期日までに国際交流教育センターへ提出して
ください。

行　先 ベトナム　ホーチミン市、ハノイ市
期　間 ８月下旬~９月上旬（約２週間）
費　用 220,000円を予定
滞　在 ホテル
定　員 20名
科目名 国際交流科目　短期海外セミナー
単位数 ２単位

短期プログラム
海外セミナー

海外インターンシップ 平成29年度JASSO海外留学支援制度採択プログラム

海外留学ハンドブック
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新しい交換留学制度
GIPプログラムが誕生！

語学力とともにキャリア形成につながる課題解決力を身につける。

11か国18大学

学生交換協定校の1学期間
※スノーカレッジ、フェリス州立大学は2学期間の交換留学が可能

［欧米圏］約50～70万円　［アジア圏］約20～50万円
※但し、派遣時の為替レートによって金額が変わる可能性があります
※留学先授業料は協定により免除　※留学先への往復航空費支給
（語学コースの場合は一部有料）

■ スケジュール（2年次に留学する場合）

交換留学の概要

G L O B A L 　 I N I T I A T I V E 　 P R O G R A M

GIPプログラム 留学体験を自分のキャリアにつなげよう！

・ キャリアビジョン形成 ・ 課題解決演習

留学前から学生個々のキャ
リアビジョンを把握している
キャリアカウンセラーによる
個別カウンセリングを受けて
就活へ臨みます。

 ■留学前  ■留学後
 実践英語力  キャリア形成

語学の4技能（話す・読む・聞く・書
く）向上に特化した授業。実践英語
力を鍛え、留学先での正規授業に
対応する能力を培います。

将来のキャリアを見据えて、留学
中の達成目標を設定するととも
に、現地での活動計画も具体的に
書き出します。

ケーススタディに基づく課題発見・
解決型の演習を実施。グローバルリ
テラシーの習得につながる基礎力
を養います。

Academic English
ミシガン州立の大学から派遣され
た留学生と10日間にわたり寝食を
共にする国内留学に参加。英語漬
けの日々を過ごし、交換留学に対
する対応力を高めます。

プレ国内留学 グローバルキャリア形成

4～8月 2月～8～1月4・5月 春休み10月

説
明
会

申
込

① 留学後の個別の
　 キャリアカウンセリング実地
② 大手上場企業をはじめとする
　 国内外インターンシップ情報の提供キャリア

形成
【 グローバルキャリア形成 】

・ キャリアビジョン形成　・ 課題解決演習

実践
英語力

Academic
English

IELTSTM受験
※受験料大学負担 就 

活
プ
レ
国
内
留
学

1年次 2年次 3年次 4年次

交換留学
※中期の場合

GIP（Global Initiative Program）とは、留学前に「国内留学」
での異文化適応能力育成、「実践英語力」(４技能：話す・読む・聞
く・書く)の徹底強化、ならびに留学を通じて「キャリアビジョン形
成」を行うことで留学効果を最大限に引き出します。帰国後は、
学内の資格を持った就職相談員が個別カウンセリングを実施
し、外資およびグローバル展開する日系企業等の紹介やイン
ターンシップの斡旋を行います。GIPはグローバルなステージで
主体的に活躍できる人材の育成を目指す留学前から帰国後に渡
るグローバル人材育成プログラムです。（2017年4月より開講）

留学先

期　間

費　用

交換留学・留学先一覧

07

12

11

10

09

08

ドイツ
ゲッティンゲン私立大学
スペイン
ウェルバ大学
韓国
南ソウル大学
韓国
建国大学
中国
上海師範大学
台湾
静宜大学

01

06

05

04

03

02

アメリカ
シアトル・セントラル・カレッジ
アメリカ
スノーカレッジ
アメリカ
フェリス州立大学
アメリカ
ウェスト・ジョージア大学
イギリス
リージェンツ大学・ロンドン
オランダ
フォンティス大学

13

17

18

16

15

14

インド
グジャラート大学
タイ
チェンマイ大学
オーストラリア
グリフィス大学
オーストラリア
サンシャインコースト大学
オーストラリア
ディーキン大学
オーストラリア
タスマニア大学

（2017.4）


