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在学中がチャンス！
日本を飛び出して、
貴重な経験をしよう！
海外留学をするなら、城西国際大学は国内でも屈指の環境が整っていることはなんとなく知っているけど、
海外へ飛び立つことにイマイチ勇気が出ない、どんなサポートがあるのかも良く分からない、という人もきっと多いことでしょう。
本学では独自に開発された海外教育プログラム「JEAP*」を活用して、休学する必要がなく留学することができます。
留学先で取得した単位が本学の単位として認められるので、4年間で卒業することが可能です。
また、本学は最も協定校の多い大学のひとつで、受け入れ先の大学の数、ホストファミリーの確保など環境がとても充実、
そのため皆さんは、大学間・部局間学術交流協定を結んでいる数多くの大学で学ぶことができるのです。
海外留学を通じて自分の興味のあるテーマの視野を広げ、異なる環境で大きく成長するチャンスをつかみましょう！
＊JEAP = Josai (International) Education Abroad Program

短期留学
サマーセミナー

ウィンターセミナー

JEAP

長期留学
JEAP留学

交換留学

城西国際大学海外教育プログラム
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JEAPって何？
豊かな感性、開かれた心で異文化体験を！
城西国際大学は、学生の皆さんに異なる言語・文化・社会を体験して
ほしいと考え、北米やヨーロッパ、アジア各地に毎年多くの学生を派
遣しています。海外のことを「情報」として知ることが容易な時代だか
らこそ、なおさら感性豊かな心をもって異文化を訪れることが、視野を
広げ、開かれた心を身につけることにつながるでしょう。
英語を使う地域に留学し、日常生活で英語を使うとき、きっと ‘Thank 
you.’ や ‘Please!’のような表現でも、その土地の文化・社会の中の言
葉として聞こえてきます。そんなとき「英語って、こうやって使うんだ！」
という実感を持てるに違いありません。
ヨーロッパやアジアの大学では、それぞれの地域の言語と文化の中で

生活する一方で、英語で学生どうしが雑談することもあります。そのよ
うなとき、英語以外の言語文化を持つ者どうしが、お互いの言語や文
化を知る良い機会です。そんな体験は、卒業後に実社会で活かされる
のではないでしょうか。
そして本学は韓国語や中国語を学ぶことも重視していて、留学先とな
る協定校も数多くあります。これまで多くの学生が留学し、歴史的に
深いつながりのある国々で学び、刺激を受けてきました。
世界各地に広がる協定校で、皆さんが一人ひとりの海外留学を実現
することを願っています。

吉田 朋彦国際教育センター所長

城西国際大学海外教育プログラム“JEAP”は、休学せ
ずに４年間で卒業可能な本学独自の海外留学制度で
す。国際化やグローバル化が進む中、世界中の人々と
コミュニケーションを取るための語学力と、異文化を理
解するための幅広い視野やスキルが必要となります。
JEAPはそのような能力を身につけるために最も有効
なプログラムです。本学は世界各地の大学と協定を結
び、学生を留学に送り出しています。

たくさんの友達ができた！

文化や考え方もこんなに違う！

ホストファミリーの

暖かいハートに感動！

ほぼ、全員が感じています！

　　　「決断して大正解だった！」

　  それが、JIUの海外留学。

毎日がオドロキの連続！

？
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JEAP Josai （International） Education Abroad Program

城西国際大学海外教育プログラム

●時期・スケジュール・準備

春学期
出発

秋学期
出発

入学したらすぐ留学準備を進めましょう！

9月

出願締切

10月

選考
留学先へ出願
VISA取得手続き
予防接種

1月
渡航

事前説明会

2月 3月

出発

1月

出願締切

2月

選考
留学先へ出願
VISA取得手続き
予防接種

6月
渡航

事前説明会

8月 9月

出発

または

または4 7月～

11 1月～

主な留学時期（例）
■1年次3月～2年次8月（約6か月）
■1年次3月～2年次2月（約1年間）

■2年次9月～2年次3月（約6か月）
■2年次9月～3年次8月（約1年間）

アメリカ
　　　
カナダ
フィリピン
インドネシア
スペイン
ハンガリー
　　　
　　　
　　　
ポーランド
チェコ
ドイツ

スペルマン・カレッジ、
カリフォルニア州立大学ロングビーチ校
カモーソン・カレッジ
アテネオ・デ・マニラ大学
ペトラ・クリスチャン大学
バルセロナ自治大学
ブダペスト商科大学、
セントイシュトバン大学、
エトヴェシュ・ローランド大学、
カーロリガシュパール大学

ワルシャワ大学
プラハ経済大学、カレル大学、マサリク大学
ケルン大学

フランス
　　　
　　　
ノルウェー
フィンランド
アイルランド
リトアニア
中国
台湾
　　　
韓国

リール・カソリック大学、
リール・カソリック大学IESEG校、
ブルゴーニュ大学

ベルゲン大学、オスロ大学
カレリア応用科学大学
リムリック大学
ミコラス・ロメリス大学
北京外国語大学、香港城市大学
淡江大学、真理大学、国立高雄餐旅大学、
台北城市科技大学、修平科技大学
梨花女子大学校、韓国外国語大学校、西江大
学校、東西大学校、建陽大学校、仁川大学校、
韓南大学校、富川大学校、漢陽女子大学校

国名 大学名 国名 大学名

JEAP留学

交換留学

JIUの長期留学①

JIUの長期留学②

●JIUの長期留学には2種類あります

■海外協定校へ「交換留学生」として留学する制度です。
■派遣者は、成績、語学力、面接試験によって選抜され、本学の代表として派遣されます。
■留学期間4か月～1年間
■滞在先はホームステイまたは大学寮
■留学先の授業料は免除されますが、本学の授業料等、渡航費、滞在費、海外保険料、
　ビザ申請料、生活費等は自己負担となります。留学先一覧

アメリカ

カナダ

フィリピン

中国

韓国

カリフォルニア大学リバーサイド校（UCR）、リーワードコミュニティカレッジ、ハワイ大学ヒロ校

カモーソン・カレッジ、セント・メアリーズ大学、アルバータ大学

アテネオ・デ・マニラ大学

中国伝媒大学、大連外国語大学、天津外国語大学、華南師範大学

東西大学校、建陽大学校

国名 大学名

留学先一覧

※留学先は年度・学期によって異なることがあります。

※留学先は年度・学期によって異なることがあります。

■留学期間4か月～1年間
■滞在先はホームステイまたは大学寮
■本学の授業料等納付と同時に、留学先大学の授業料、渡航費、
　滞在費、海外保険料、ビザ申請料、生活費等は自己負担となります。
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奨学金制度に申請してみよう！

日本に来るのが夢だったので、
選ばれた時はとても嬉しかった
です。JIUは私の大学と同じで
国際色が強く、友達もたくさん
出来、充実しています。

●水田国際奨学生制度
JEAP留学、交換留学、ディズニー・ワールド・リゾートインターンシップを
対象に、水田国際奨学生を募集し奨学金を支給しています。
　　　  ①JEAP留学、交換留学、ディズニー・ワールド・リゾートインターン
　　　  シップによる5ヶ月以上12か月以内の長期留学を対象とする。
　　  ②TOEIC® Listening & Reading Testの成績が450点以上また
　　　  は英語検定準2級以上であること。
　　  ③支給金額は12万5千円～50万円（留学期間及び語学能力により異なる）
　　  ④選考面接あり

●日本学生支援機構による第二種奨学金（海外）
大学在籍中に、海外の大学等に留学（3ヶ月以上）を希望する学生の皆さ
んを対象とした奨学金制度です。申込条件等は、独立行政法人日本学生
支援機構ホームページに掲載されています。

長期留学
4ヶ月から1年間、ホームステイや寮生活をしながら
海外協定校で授業を受ける留学です。

Checkpoint！

休学せずに
留学出来る！

交換留学では、世界各地の
協定校との間で学生の派遣と
受け入れを行います。

CHECK POINT!

交換交換

城西国際大学城西国際大学 ブダペスト商科大学ブダペスト商科大学
田中 雄貴 さん田中 雄貴 さん マーク・ミューレル さんマーク・ミューレル さん

件
条
募
応

留学前準備

1月
2月
3月
4月～5月
6月

8月～9月
9月
10月
11月
12月
翌年1月
翌年2～3月

春学期出発

●語学学習、語学資格取得（TOEIC®、ハングル能力検定、中国語検定 など）
●留学時期、期間、目的の明確化
●希望留学先大学の情報収集

　　

留学願書提出
学内面接、選考結果発表
留学先大学へ出願
VISA取得手続き（12月～1月）
渡航事前説明会
留学先大学へ出発

秋学期出発

　　　

留学願書提出
学内面接
選考結果発表
留学先大学へ出願

VISA取得手続き（6月～7月）
渡航事前説明会

留学先大学へ出発



●プログラムの例（過去実績）

●長期留学Q&A

JEAP Josai （International） Education Abroad Program

城西国際大学海外教育プログラム
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短期留学
夏期と冬期の長期休暇を利用して約2～3週間、海外協定校にて海外が体験できるプログラムです。
語学学習のみならず、異文化体験、学生交流など海外での生活を肌で感じることできるので、
最初から長期留学するのは不安な方や、長期留学する余裕がないという方にも向いています。

ディズニー・ワールド・リゾートインターンシップ
米国のウォルト・ディズニー・ワールド・リゾートで
働きながら学ぶインターンシップ・プログラムです。

Checkpoint！

城西国際大学は2010年から、アメリカ合衆国フロリダ州の「ウォルト・
ディズニー・ワールド・リゾート」でインターンシップを実施しています。
これはカリフォルニア大学リバーサイド校(UCR)、ディズニー・ワール
ド・カレッジとの提携による国際教育プログラムで、世界最大級のリゾー
ト施設で長期インターンシップを経験することにより、語学力を磨き、ホ
スピタリティとツーリズム・マネージメントを実践することができます。
このインターンシップへの参加には、大学内での選考や、ディズニー・カ
レッジの担当者による英語の面接があり、高い英語力が必要です。フロ
リダでの勤務中も授業を受け、所定の課程を修了した学生には、UCR
より「ホスピタリティ・ツーリズムマネジメント修了証」が授与されます。
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長期留学

プログラム名

※開催校は年度によって
　異なります。

派遣国 派遣校 実施時期 実施期間

サマーセミナー

アジアサマープログラム

ウィンターセミナー

アメリカ

カナダ

韓国

韓国

マレーシア

タイ

インドネシア

スペイン

アイルランド

フランス

カリフォルニア大学リバーサイド校

カモーソン・カレッジ

韓南大学校

東西大学校

ペルリス大学

バンコク大学

ペトラ・クリスチャン大学　他

バルセロナ自治大学

リムリック大学

リール・カソリック大学

8月

7月／8月

2月

3週間

3週間

2週間

サマーセミナー／韓国アジアサマープログラム
ウィンターセミナー／スペイン

応募条件（TOEIC®、語学検定など）について

留学には一定の語学力が必要です。留学先で求められる
語学レベルは「JEAP募集要項」に掲載しています。国際
教育センターの掲示板とホームページでも確認できます。

Q

A

単位認定について

留学先大学で取得した単位は一定条件のもと、本学の
卒業要件単位として認定されます。ただし、取得した単
位数がすべて認定されるわけではありません（認定さ
れる単位数の上限は、留学期間が1年間の場合30単
位、半年間の場合15単位まで。また、認定科目は所属
学科により異なります）。単位認定手続きには、留学先
大学の成績証明書や修了証が必要となります。

Q

A

留学先での住居は？

留学先大学が管理・提携している寮またはホームステ
イ先での滞在となります。個人的にアパートなどを探
し借りることはできません。

Q

A

現地でのお金について

現金、クレジットカード、トラベルプリペイドカードなど
複数の組み合わせで持参し、現地では分散して管理す
ることをお勧めします。また、留学先で銀行口座を開設
し、その口座に送金してもらうこともできます。

Q

A

予防接種はした方がいいですか？

留学先の国や大学により、予防接種を要求されることが
あります。特にアメリカ留学では、所定のワクチンを接種
していることが必要となる場合があります。ワクチンの
種類によっては複数回の接種が必要で、一定期間の間隔
を空けることになります。母子手帳を確認しなるべく早
い時期（出発3か月以上前）から準備をしていきましょう。

Q

A

留学中の保険はどうしたらいいですか？

留学期間中、体調を崩し病院にかかることがあるかもし
れません。海外の病院では、少しの治療でも高額な費用
を請求されることがあります。万が一のトラブルに対応
するためにも、本学指定の海外旅行保険（ジェイアイ
傷害火災保険）への加入を必須としています。

Q

A

留学費用はどれぐらい必要ですか？

留学費用は、留学の種類や、留学期間、留学先大学、地
域等によって大きく異なります。「JEAP費用概算一
覧」をご覧ください。国際教育センターホームページ
でも確認できます。各大学ごとの詳細は、国際教育セ
ンターへ直接お問い合わせください。

Q

A

留学に関する奨学金はありますか？

JEAP制度を利用して海外へ留学する学生を対象に
「水田国際奨学生制度」があります。国際的な勉学を奨
励することを目的として、指定の条件を満たし面接に合
格した学生には奨学金（上限50万円）を支給します。ま
た、民間企業や日本学生支援機構（JASSO）による奨
学金もありますが、各自で別途申請が必要です。

Q

A

留学先でアルバイトはできますか？

現地でのアルバイトは許可していません。

Q

A

留学までにどんなことをすればいいですか？

留学先大学の情報収集、留学先大学への出願、ビザ申
請手続き、予防接種等を各自で行いますが、これらの
手続きは国際教育センターでサポートします。留学を
決めたら語学学習、履修科目の勉強をしっかりおこな
いましょう。語学レベルをできるだけ高めて留学するこ
とで、留学後の成果も上がりますし、留学先大学での
履修可能な選択肢も増え、興味のある授業を受けるこ
とも可能です。

Q

A



ミコラス・ロメリス大学

首都ヴィリニュスにある国立大学で、リトアニアで2番目の規
模を誇る大学です。ヴィリニュスは人口約62万人の小規模な
街ですが、長い歴史があり、経済的・文化的に豊かな都市で
す。交換留学生は8学部より希望学部を選択できます。メン
ター制度があり、現地学生が空港出迎えや生活全般を手助
けしてくれます。寮は大学より徒歩5分です。

交

リトアニア

5ヶ月または10ヶ月

寮
リムリック大学

中世からの建物が数多く残るアイルランドの都市リムリック
にあります。大学が美しい緑に囲まれていることからアイル
ランドで一番美しいキャンパスと言われています。外国人留
学生も多く、複数の学部から柔軟に授業を履修できる機会
が提供されています。留学生寮はキャンパス内に5つあり、ど
の寮からも徒歩で校舎へ移動できます。

交

アイルランド

4ヶ月または9ヶ月

寮
カモーソン・カレッジ

ブリティッシュ・コロンビア州の州都ビクトリアに位置する
公立カレッジです。ビクトリアは、自然豊かな英国調の街
で一年中温暖な気候で、留学に最適な環境です。ELDコー
スに入学し、英語の4技能をバランスよく学びます。ホーム
ステイは、カモーソンカレッジのHousing Coordinator
に申込みをし、食事あり、なしを選択できます。

JEAP 交

カナダ

8ヶ月

HS

リーワード・コミュニティ・カレッジ

ホノルル郊外のパールシティに位置するハワイ大学付属短大
で、ハワイにあるコミュニティカレッジの中で2番目に大きな規
模のカレッジです。入学するEnglish Language Institute
（ELI）は4レベル、1セッション8週間で構成され、英語の4技
能を総合的に学習します。ELIを修了すると、現地学生が受
ける授業(クレジットプログラム)を履修することができます。

JEAP

アメリカ・ハワイ

6ヶ月または9ヶ月

HS

カリフォルニア大学リバーサイド校（UCR)

ロサンゼルスの郊外都市リバーサイドに立地する州立総合大学で
す。Intensive English Programに入学し、初級から上級とレベ
ル別クラスで総合的に英語を学びます。また、ホームステイしなが
ら生きた英語とアメリカの生活や文化に触れることができます。学
校法人城西大学から派遣された教員(Resident Director)が駐在
しサポートしますので、安心して留学生活を送ることができます。

JEAP

アメリカ

6ヶ月または12ヶ月

HS

アテネオ・デ・マニラ大学

マニラ ケソン市にあり長い歴史と伝統を誇るフィリピン
トップクラスの大学です。外国人留学生向けの英語教育
や、ホスピタリティ関連の教育においても定評があります。
メインキャンパスのロヨラハイツキャンパスには4つの学
部があり、一部のフィリピン研究関連授業を除いて全て英
語で授業が行われています。

JEAP 交

フィリピン

6ヶ月または10ヶ月

寮

ブダペスト商科大学

歴史のある商科大学で、約15,000人の学部生と、50か国約
700人の留学生が在籍しています。本学とは、2007年1月に
学術交流協定を締結して以来、交換留学や短期プログラムの
実施などハンガリー協定校の中でも特に活発に交流を行っ
ています。キャンパス内にある寮は、ヨーロッパからの留学生
や地元のハンガリー学生と交流できるとても良い環境です。

交

ハンガリー

5ヶ月または10ヶ月

寮
セント・メアリーズ大学

カナダ東部ハリファックスにある歴史ある名門公立大学で
す。ハリファックスには世界有数の自然港や自然森林公園が
あり、都会と自然が融合した環境で学べます。入学するEAP
コース（1セッション8週間）では、英語を総合的に学びます。
週末はホストファミリーと過ごすなど、カナダの生活や文化
を体験できます。

JEAP

カナダ

6ヶ月または12ヶ月

HS

華南師範大学

1933年に中国教育部と広東省が提携して設立された総合大
学です。キャンパスは中国南部の最大都市広州市にあり、香港
とマカオに隣接しています。在籍する留学生数は毎年千人以
上で、国際文化学院は留学生への教育と他国との交流に取り
組んでいます。中国語コースは初・中・高級のレベル別で授業
を受けます。寮は陶北宿舎と留学生マンションの2種類です。

JEAP

中国

5ヶ月または11ヶ月

寮
北京外国語大学

外国語教育では最も古い歴史を持ち、歴史と実績共に評価の
高い国立大学です。 キャンパスは中国の政治と経済の中心で
ある北京市にあり、多くの緑に包まれ勉学に最適な落ち着いた
環境です。留学生寮もキャンパス内にあります。中国語を主に学
ぶ場合、中国語言文学学院に入学しクラスはレベル別に分かれ、
会話、読解、作文、ビジネス中国語などを総合的に学習できます。

交

中国

5ヶ月または11ヶ月

寮
淡江大学

私学として台湾最古の歴史を誇る総合大学です。国際化、
情報化、未来化を教育理念に掲げ、20年連続で「台湾大企
業2,000社が選ぶ学生ランキング」において私学のトップ
にランクインしています。クラスは入学時にテストを受けレ
ベル別に分かれます。宿舎は、校内にある麗澤国際寮（3ま
たは4人部屋）と松濤館（女子寮、2人部屋）があります。

交

台湾

5ヶ月または10ヶ月

寮
バルセロナ自治大学

カタルーニャ州バルセロナにある公立大学です。サルダ
ニョーラキャンパスがメインキャンパスで、キャンパス内に
はビラ・ウニベルシタリア（大学町）という居住複合施設があ
り、2,300人が居住できる約860の部屋があります。寮での
共同生活となりますが一人部屋の選択も可能です。寮内に
はスーパーマーケットやレストランもあり、とても便利です。

交

スペイン

5ヶ月または10ヶ月

寮

国立高雄餐旅大学

台湾南部の高雄市にある大学です。高いスキルと外国語の
応用力を持ち、ホスピタリティ業界で即戦力として活躍でき
る人材を養成しています。日本からの交換留学生は、応用
日本語学科に所属し授業は中国語で行なわれます。留学
生一人一人に学生チューターがつき、履修登録や生活の
サポートをしてくれます。大学敷地内の学生寮に滞在します。

交

台湾

5ヶ月または10ヶ月

寮
韓国外国語大学校

ソウル特別市に位置し、45言語を土台とした多様な専攻と
教養科目が設置され、世界88か国約550校の大学や研究
機関と交流協定を締結しています。語学堂のクラスは1級
から6級のレベル別に分けられ、少人数制で行われます。ソ
ウルキャンパスの図書館は、24時間利用でき、学習のため
に最高な環境が整っています。

交

韓国

6ヶ月または12ヶ月

寮

釜山市にある私立総合大学です。欧米や日本、中国などから
多数の留学生を迎える国際大学で、アジアサマープログラムの
加盟校でもあります。成田から2時間半と最も近い海外協定校
です。交換留学生は、正規課程に所属しレベル別に開講され
る韓国語の教養科目を履修します。寮は二人部屋で、大学内
にある国際生活館またはグローバルビレッジに滞在します。

韓国

4ヶ月または10ヶ月

寮JEAP 交
東西大学校プラハ経済大学

首都プラハに位置するビジネス系の国立大学で、経済学、ビ
ジネス、情報技術の分野では国内最大です。プラハはこの国の
政治、経済の中心で、ヨーロッパで最も安全で美しい都市だと
言われています。プラハ経済大学は交換留学に力を入れてお
り、現地学生のバディが留学生をサポートするシステムがあり
ますので、安心して留学生活をスタートすることができます。

交

チェコ

5ヶ月または10ヶ月

寮
エトヴェシュ・ローランド大学

ブダペストに位置する公立総合大学で、イエズス会系の大
学として1635年に設立されました。現在、8つの学部をもち
3万人を超える学生が在籍するハンガリーの名門校です。交
換留学生は、人文学部ハンガリー学科に所属しハンガリー
語を主に学びます。人文学部には日本学科もあり、日本語を
学ぶ現地学生との交流もあります。

交

ハンガリー

5ヶ月または10ヶ月

寮
ワルシャワ大学

ポーランド屈指の国立総合大学で、創立２００年の歴史を
誇ります。約45,000人の在学生のうち約4,800人が外国籍
の学生です。首都ワルシャワは交通の便が良く、物価も安く、
生活しやすい環境です。旧市街に近いワルシャワ中心部にあ
るメインキャンパスには、伝統ある日本学科があります。日本
文化に関わるイベントも多く開催されています。

交

ポーランド

5ヶ月または10ヶ月

寮

梨花女子大学校

ソウル特別市に本部を置き、1886年にアメリカ人宣教師により創
設された韓国名門女子大学で、通称「梨大（イデ）」と呼ばれていま
す。女子大学としては世界最大規模。人文、社会、自然、工学、医学、
芸術など、全ての系列の専攻を備えた総合大学として成長を遂げ
てきました。学部生・大学院生をあわせて約20,000人が学んでい
ます。16カ国126教育研究機関との間で交流提携を結んでいます。

交

韓国

6ヶ月または12ヶ月

寮
リール・カソリック大学

フランス北部のリール市にある1875年に設立された私立大学
です。文学、法学、経済、経営学、工学、医学、神学の6つの学部、
大学院、研究所と病院で構成されています。メインキャンパス
があるリール市はパリからＴＧＶで1時間の場所にあります。
約440の大学と国際協定を締結しており、毎年120ヶ国から6
千人の留学生を受け入れるなど国際教育に力を入れています。

交

フランス

4ヶ月または9ヶ月

寮
マサリク大学

プラハに次ぐ第2の都市ブルノに位置する国立大学です。1919年
に設立され約4万人以上の学生が在籍し、チェコでは2番目に歴史
が長く学生数も多い大学です。日本語研究が盛んで、2008年に日
本研究所を開設しています。 バディプログラムがあり、入国時の出
迎えサービスもあるので安心して大学まで到着することができま
す。学部の授業では、英語、チェコ語両方の科目を履修できます。

交

チェコ

5ヶ月または10ヶ月

寮
ケルン大学

1388年設立されたドイツで2番目に歴史が長く、約49,000
人の学生が在籍する規模の大きい大学です。ケルンは、ドイツ
のベルリン、ミュンヘン、ハンブルクに次ぐ第4の都市で世界
遺産のケルン大聖堂がある街としても知られています。日本
語学科があり、毎月交流イベントなども開催されています。留
学生も多く全学生数の約10％を占めるほどです。

交

ドイツ

6ヶ月または11ヶ月

寮
韓南大学校

大田市に位置する伝統ある私立大学で、早くから英語プログ
ラムを開設し外国人教員による英語での授業も多く開講され
ています。交換留学生は学部と語学堂の両方を履修すること
ができ、学部は2学期制、語学堂は4学期制です。文化体験、レ
クリエーションなど様々なイベントを通して韓国語を学びます。
寮はヌリ館（2人部屋）または国際館（3人部屋）から選択します。

交

韓国

6ヶ月または12ヶ月

寮
建陽大学校

論山市に本部を置く私立大学です。論山市は韓国中央部に
位置しソウルからは電車で約2時間です。留学した学生は語
学堂で韓国語と韓国文化を学びます。授業は初級・中級・高
級のレベル別で全て韓国語で行われます。また、建陽大学校
はTOPIK（韓国語能力試験）にも力を入れており、TOPIK対
策講座には定評があります。

JEAP 交

韓国

6ヶ月または12ヶ月

寮

主な協定校紹介

留学のワンポイントアドバイス！

外務省では海外の安全情報専門のホームページを開設
しています。このホームページは、日本人が安全で快適に
海外渡航・滞在するため、海外安全情報をはじめとして、
必要な情報を提供しています。3か月以上の渡航の際に
必要な「オンライン在留届」の登録もこちらでできます。

★外務省の海外安全ホームページ

https://www.anzen.mofa.go.jp/JEAP 交
私費留学 交換留学 ホームステイ

◎留学種類マーク

HS
大学寮

寮
留学先
となる
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台湾でさまざまな国の留学生と生活する中で、各々の国に特性があり文化も
異なること、お互いを尊重し相手を認めることの大切さなど多くのことを学び
ました。日本について質問されることもよくありましたが、きちんと説明するこ
とができず、自分の国や文化を理解するという当たり前のことができていな
かったことに気付かされました。また、留学して一番変わったのは性格です。
この留学を通して社交的になり恥ずかしさがなくなりました。一人で台湾に
来て、全てがゼロからのスタートでしたが、友達もできて今では大切な人達が
世界中にいます。留学は語学だけではなく、その国
の文化や歴史にも触れることができます。毎日がワ
クワクするこの感覚を後輩の皆さんにも是非体験し
て欲しいと思います。

留学期間：10ヶ月
国際人文学部
国際文化学科

古坂 美優 さん

中国語のレベルアップはもちろん、いちばん
変わったのは「社交性」です。シャイな私が
自分の殻を破れたような気がします。

【留学先】
淡江大学
（台湾）

私は、ビジネスや高いレベルで通用する韓国語を習得したいと思い、留学する
ことを決めました。韓国外国語大学を選んだ理由は、韓国語の教育レベルが
高く、さまざまな国からの留学生を受け入れているため、多様な価値観を持っ
た人たちとともに学べると思ったからです。語学堂では4級から5級、6級へと
進級し、最終レベルの高級を卒業しました。クラスメイトは中国・ベトナム・イ
タリア・ドイツなど世界各地から来ていて、各国の文化や習慣も学ぶことがで
き、とてもいい勉強になりました。留学中は、さまざまな経験や体験をし、多く
の人たちに支えられました。この留学は語学学習だ
けではなく、将来のことや人との関わり、生活など改
めて考える良いきっかけとなりました。

留学期間：1年
国際人文学部
国際交流学科

花澤 純玖 さん

K-POPやTVドラマなど、韓国の文化に興味が
あったんです。でも、留学先では世界中の文化や
考え方に触れることが出来ました。

【留学先】
韓国外国語大学
（韓国）

JIUでの学びに活かせるようにビジネスコースの授業を選択し、英語能力を高
めることができました。特に学生レストランを運営する授業では、カナダ流の
おもてなしやチームで協力することの大切さを学びました。学外では、趣味の
ランニングを通して仲間ができ、現地のマラソン大会にも出場しビクトリアの
土地や空気を自分の足で感じることができました。このような経験から、カナ
ダは、多様性を大切にする国だということがわかりました。人種・文化的背景
は違えど、同じ土地に暮らす者としてお互いを認め合
い、尊重する姿勢は素晴らしいことなのです。留学で得
られることは人それぞれですが、自分にとっての安全地
帯を飛び出すことで得られる経験や物の考え方はどん
な人にとっても一生ものになるはずです。

留学期間：8ヶ月　
経営情報学部
総合経営学科　

マーシュ・ショーン・
クリストファー さん

ビジネス上の考え方や、モノとお金のとらえ方、
文化なども日本とは違う点が多く、刺激的でした！
この視点は将来、必ず役立つと確信しています。

【留学先】
カモーソン・カレッジ
（カナダ）

華南師範大学では主に中国語を中心に中国の文化や暮らしなどを学びまし
た。経済が大きく発展していることや国際化が進んでいることに驚きました。
留学前までは「日本人は嫌われるのではないか」と思っていましたが、現地で
はとても歓迎されました。授業は難しかったですが理解できるようになると楽
しく、中国語を話して中国人だと間違えられた時はとても嬉しかったです。私
はホテル業界に就職が決まりましたが、就職活動では中国語が自分の武器と
なり、中国での経験が自信になりました。この11ヶ月間の留学経験があった
からこそ今とこれからの私がいます。後輩の皆さん、
貴重な体験ができるうちに行動してみてください！
どんな形であれ留学の経験は必ず役立つことをお
伝えしたいです。

留学期間：11ヶ月
観光学部
観光学科

加藤 大志 さん

最初は授業も難しかったのですが、理解できる
ようになってからはとても楽しくなりました。
気づいたら、あっという間の1年間でした。

【留学先】
華南師範大学
（中国）

私は海外が大好きで外国の人たちと関わって英語を勉強したいと思い、
カナダへの留学を決めました。しかし現実は厳しく、留学当初は現地の人
と関わりすら持つことができませんでした。そこで、自らサークルに参加す
ることで、少しずつ様々な国の友達が増え輪が広がっていきました。また、
困っている女性や子供たちにご飯を作るボランティアなどにも参加しま
した。笑顔で「ありがとう」と言われた時はとても嬉しく、自分が少しでも
役に立てたことに幸せを感じました。国が違っても助けたいという気持ち
は全世界共通でボランティアを通してたくさんの
人達と触れ合うことができ、カナダで多くのこと
を学ぶことができました。多くの経験から自分を
成長させることができた刺激的な1年間でした。

留学期間：1年
国際人文学部
国際交流学科

及川 紗采 さん

行く前までは、不安の方が断然大きかったの
ですが、帰るときはこのままずっと
カナダにいたいと思うようになりました。

【留学先】
セント・メアリーズ大学
（カナダ）

UCR Extensionではどの授業も勉強になりました。Reading & Writing
の授業で使用した教科書の記事も興味深いものばかりで、法律や政治、
ビジネスなどについて英語以外の知識も得ることができました。私はホス
トファミリーを一度変更しましたが、苦手だった”言いたいことをきちんと
伝える”ということに挑戦し、考えをホストファミリーに遠慮せずに伝える
ことで自分が大きく成長できたと思っています。また、日本で
の慌ただしい毎日の中で、本当にやりたいことや興味のあ
ることは何なのかじっくり考えたことはありませんでした。
留学中に様々な価値観を持った人たちと関わり視野を広
げながら、この1年間が自分自身を見つめ直す良いきっか
けとなり、人生において大切なこともたくさん学びました。

留学期間：1年
メディア学部
メディア情報学科

山本 萌花 さん
日本を飛び出すことで、
たくさん見えてきたものがありました。
今は頭の中が“やりたいこと”であふれています。

【留学先】
カリフォルニア大学
リバーサイド校
（アメリカ）

私は2年次の9月から10ヶ月間、チェコのマサリク大学に留学しました。1年
次にアメリカ研修とポーランド研修に参加したのですが、現地の人たちと上
手くコミュニケーションが取れず大変悔しい思いをしました。これをきっかけ
に語学学習に力を入れ、TOEICスコアが1年間で350点アップし、交換留学
への道が開けました。 チェコの大学を選んだのは、第2外国語としてチェコ語
を学んでいたからです。マサリク大学にはヨーロッパ以外にアフリカや南米な
どからも多数の留学生が来ていて、さまざまな価値観を持った人たちととも
に学ぶことができ、新しい発見がたくさんありまし
た。「多くの人が学んでいない言語を」と思って始め
たチェコ語ですが、交換留学のチャンスに恵まれ本
当に良かったと思います。

留学期間：10ヶ月
国際人文学部　
国際交流学科　

富樫 大志 さん

チェコでも、コミュニケーションの中心は
英語なので、大学で頑張ったTOEICスコア
アップのための特訓は非常に活かせました。

【留学先】
マサリク大学
（チェコ）

リムリック大学には現地の学生だけではなく、ヨーロッパからはもちろ
ん、各国から多くの留学生がいて、アメリカ・フランス・中国・韓国など、ア
イルランドに居ながら様々な国の学生と交流することができました。授
業以外で一緒に外出したりパーティをしたりと本当に貴重な経験ができ
ました。また、海外で長期間生活したことで、改めて日本について考える
良い機会となりました。日本文化の特徴、海外から見た日本の印象など、
今まで気に留めていなかったことに気付かされました。留学中は初めて
のことに積極的にチャレンジし、多くの人に出会
い、大きく成長することができました。この学びを
無駄にせずこれからの大学生活、将来に生かし
ていきたいと思います。

留学期間：9ヶ月
国際人文学部
国際交流学科

名古屋 海美 さん

クラスは全員外国からの留学生で、きっと
みんなの輪の中に溶け込んでいくのは大変だろうと
思っていたら、その心配は全く必要ありませんでした。

【留学先】
リムリック大学
（アイルランド）

「もともと英語が苦手科目だった私なのに、気づいたら笑いながら話していた！」、「語学修得だけ
じゃなかった、伝えきれないくらいの刺激があった！」といったような声がたくさん届いています。
実際に体験した先輩たちの生の声を聞いて、あなたの留学計画にも是非、役立ててみてください。

先輩たちの「留学体験記」
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国際教育センタースタッフより留学前のアドバイス！

留学する国と大学の情報を
インターネットや書籍など
で手に入れましょう！

1
Advice

留学中は、自信をもって学
ぶために、しっかり語学を
勉強しておきましょう。

2
Advice

日本について聞かれ
ても、答えられるよう
にしましょう。

3
Advice


