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国際教育センター

Ⅰ．役割

国際教育センターは皆さんの国際的な学びをサポートします。長期留学や海外インターンシッ

プでは、説明会や出発から帰国までの諸手続き、滞在中のサポートなどを行います。留学生の受

入れも担当しており、入国のための手続きなどを行っています。

関連するセンターに留学生センターと語学教育センターがあり、留学生センターでは、留学生

の生活支援を行うほか、国内の学生と留学生、地域社会を結ぶ国際交流活動の実施や支援をして

います。語学教育センターは、実践的な語学力とコミュニケーション力を身につけた、多文化共

生社会を生きるグローバル人材の育成を目指しています。

Ⅱ．提供するプログラム

１．長期留学

本学には海外提携校に学生を半年から10 ヶ月程度派遣する留学制度 JEAP（Josai 

Education Abroad Program、城西国際大学海外留学プログラム）を設けています。留学先で

得た単位は本学の単位として認定されるため、4年間で卒業できるのが特徴です。滞在期間中

は、安全・安心で充実した留学生活を過ごすため、ホームステイあるいは寮での生活が義務付

けられています。

２．海外インターンシップ

Walt Disney World Resort Internship は、本学とカリフォルニア大学リバーサイド校、デ

ィズニー・ワールド・カレッジの提携によるプログラムです。応募には選考があります。

本学の日本語教員養成課程（副専攻）と連携し、日本語教育のインターンシップを実施し、

アジアやヨーロッパの教育機関に学生を派遣しています。

３．短期留学

サマーセミナー・ウィンターセミナーなど2週間程度海外で過ごすプログラムを主催してい

ます。これまでアメリカやスペイン、韓国などに学生を派遣しました。

４．語学教育センターの外国語プログラム

全学に外国語教育を提供するのが語学教育センターです。英語や留学生対象の日本語など、

10を超える言語の履修が可能です。教員には、教える言語を第一言語とする海外出身の教員が

多く、実践的な外国語コミュニケーション力を身につけることを目指しています。
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Ⅲ．グローバル人材を目指す皆さんへ

各学部・学科には Global Program があり、語学や国際教養、国際標準の専門教育を学ぶこと

ができます。それと連携して、学生寮 Global Village で留学生と共に生活したり、国際教育セン

ターが実施あるいは紹介する学内や地域での国際交流活動に参加したりことを勧めています。皆

さんが積極的に参加し、充実した学生生活を送ることを期待しています。
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長期・短期留学

Ⅰ．JEAP（城西国際大学海外教育プログラム）

JEAP ＝ Josai（International）Education Abroad Program（城西国際大学海外教育プログラム）

は，国際化時代を生きる感性と能力を身につけるために設けられた本学独自の海外留学制度で

す。

その特徴は，休学せずに在学したまま協定校に留学（表１．JEAP 募集予定先一覧を参照のこ

と）し，本学を４年間で卒業できることです。

１．留学に必要な条件

　　⑴　本学に１年以上在学していること（留学への派遣は２年次以降）。

　　⑵　単年次配当科目の単位を取得していること。２年次で留学する場合には，１年次配当科目

の単位を取得していること。

　　⑶　留学生活に十分な英語能力を修得していること。

　　　　各協定校への留学に際し，応募条件（TOEIC などの語学スコア）を満たしていること

が必須であり，留学生活を実り多いものにするには TOEIC500点以上の英語能力をもっ

ていることが望ましい。

２．単位認定

JEAP プログラムにより協定校で取得した単位は，「城西国際大学海外留学プログラム

（JEAP）に係る規程」により本学の単位として認定されます。

３．費用

留学に際しては，本学への授業料他，留学先大学の授業料，渡航費，滞在費，傷害保険料等

が必要です。為替レートや諸条件の変化により，毎年金額が変動しますので，詳しくは

国際教育センターまでお問い合わせください。

なお，在学期間中の留学となりますので，通常通り本学の授業料納付が必要となります。

４．交換留学

交換留学とは，城西国際大学と海外諸大学間の協定に基づき，相互に派遣するプログラムで

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。本プログラムを利用して留学する場合，本学に授業料を納めることで，原則留学

先の授業料は免除されます。ただし，渡航費および海外旅行保険料，滞在費，生活費等は自

己負担となります。各協定校によって負担金額は異なりますので，詳細は国際教育センター

にお問い合わせください。なお，派遣人数は協定校や年度の交流状況によって異なりますの
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で出願時に確認するようにしてください。

５．留学に向けての履修について

JEAP での留学効果をより高めるために，留学を希望する学生は次のことに注意して履修登

録をしてください。

　　⑴　１年次必修の「Fundamentals of English」，「Oral Fluency」は必ず１年次中に履修し，

単位を修得すること。

　　⑵　TOEIC 関連科目を履修していることが望ましい。

JEAP フローチャート

【春学期出発】

2018年 ４月〜５月 TOEIC 公開テスト受験申込み

 ７月下旬 TOEIC 公開テスト受験

 ９月中旬 留学願書提出期限

  提出書類： 願書，アドバイザー所見，志望理由および目的，健康

診断書，成績証明書，語学能力証明書コピー，パスポ

ートコピー

  提出先： 各キャンパス受付窓口（東金：学部事務室，東京紀尾井

町：教学事務室，安房：観光学部事務室）

  面接

 10月〜 派遣校への出願

　　　 12月〜 留学ビザ取得準備

2019年　　１月〜 留学ビザ申請・大使館での面接等 

 １月下旬 渡航事前説明会（保護者同伴）

  ①留学許可書授与

  ②留学生活等についての説明

  ③取扱い旅行代理店による渡航事前説明

  ④健康管理等についての説明

  ⑤留学帰国学生との懇談

  ⑥個別面談

 ２月下旬〜３月 出発
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【秋学期出発】 

2018年 ９月 TOEIC 公開テスト受験申込み

 10月 TOEIC 公開テスト受験

2019年 １月末 留学願書提出期限

  提出書類： 願書，アドバイザー所見，志望理由および目的，健康

診断書，成績証明書，語学能力証明書コピー，パスポ

ートコピー

  提出先： 各キャンパス受付窓口（東金：学部事務室，東京紀尾井

町：教学事務室，安房：観光学部事務室）

  面接

 ５月〜 派遣校への出願

 ６月〜 留学ビザ取得準備

  留学ビザ申請・大使館での面接等 

 ７月上旬 渡航事前説明会（保護者同伴）

  ①留学許可書授与

  ②留学生活等についての説明

  ③取扱い旅行代理店による渡航事前説明

  ④健康管理等についての説明

  ⑤留学帰国学生との懇談

  ⑥個別面談

 ８月中旬〜９月 出発

  

これらの手続きスケジュールは協定校や出発時期によって異なります。TOEIC 公開テストや

語学能力試験の実施スケジュールおよび留学願書提出期限の確認をし，留学のプランニングをす

るようにしてください。
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表１．JEAP 募集予定先一覧

国 大学名 留学期間 留学種別 留学期間

アメリカ

カリフォルニア大学リバーサイド校（UCR） 春学期・秋学期 JEAP留学 ６ヶ月，12ヶ月

リーワードコミュニティカレッジ 春学期・秋学期 JEAP留学 ６ヶ月，９ヶ月

ハワイ大学ヒロ校 秋学期 JEAP留学 ４ヶ月，８ヶ月

カリフォルニア州立大学ロングビーチ校 秋学期 交換留学 ５ヶ月，10ヶ月

スペルマンカレッジ 秋学期 交換留学 ７ケ月

カナダ
カモーソン・カレッジ 秋学期

交換留学／
JEAP留学

８ヶ月

セント・メアリーズ大学 春学期・秋学期 JEAP留学 ６ヶ月，12ヶ月

フィリピン アテネオ・デ・マニラ大学 秋学期
交換留学／
JEAP留学

６ヶ月，12ヶ月

スペイン バルセロナ自治大学 秋学期 交換留学 11ヶ月

ハンガリー

ブダペスト商科大学 秋学期 交換留学 ５ヶ月，11ヶ月

セントイシュトバン大学 秋学期 交換留学 11ヶ月　

カーロリガシュパール大学 秋学期 交換留学 ６ヶ月

エトヴェシュ・ローランド大学 秋学期 交換留学 ６ヶ月，11ヶ月

ポーランド ワルシャワ大学 秋学期 交換留学 ５ヶ月，11ヶ月

チェコ

プラハ経済大学 秋学期 交換留学 ５ヶ月，10ヶ月

カレル大学 秋学期 交換留学 ５ヶ月，10ヶ月

マサリク大学 秋学期 交換留学 10ヶ月

ドイツ ケルン大学 秋学期 交換留学 ５ヶ月

フランス

リール・カソリック大学 秋学期 交換留学
５ヶ月，10ヶ月

IESEGリール・カソリック大学ビジネススクール 秋学期 交換留学

ブルゴーニュ大学 秋学期 交換留学 ４ヶ月，９ヶ月

ノルウェー
オスロ大学 秋学期 交換留学 12ヶ月

ベルゲン大学 秋学期 交換留学 ６ヶ月，12ヶ月

フィンランド カレリア応用科学大学 秋学期 交換留学 ４ヶ月，９ヶ月

リトアニア ミコラス・ロメリス大学 秋学期 交換留学 ５ヶ月，10ヶ月

アイルランド リムリック大学 秋学期 交換留学 ４ヶ月，９ヶ月

中国

北京外国語大学 春学期・秋学期 交換留学 11ヶ月

香港城市大学 秋学期 交換留学 ４ヶ月，９ヶ月

中国伝媒大学 春学期・秋学期 JEAP留学

11ヶ月
大連外国語大学 春学期・秋学期 JEAP留学

天津外国語大学 春学期・秋学期 JEAP留学

華南師範大学 春学期・秋学期 JEAP留学

台湾

淡江大学 秋学期 交換留学

５ヶ月，10ヶ月
真理大学 秋学期 交換留学

国立高雄餐旅大学 春学期・秋学期 交換留学

台北城市科技大学 春学期・秋学期 交換留学
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韓国

梨花女子大学校 春学期・秋学期 交換留学

４ヶ月，10ヶ月

韓国外国語大学校 春学期・秋学期 交換留学

西江大学校 春学期・秋学期
交換留学/
JEAP留学

東西大学校 春学期・秋学期
交換留学/
JEAP留学

建陽大学校 春学期・秋学期
交換留学/
JEAP留学

仁川大学校 春学期・秋学期 交換留学

韓南大学校 春学期・秋学期 交換留学

※応募条件：
留学派遣先大学ごとの応募条件については，国際教育センター掲示板または国際教育センターホームページ（https://
www.jiu.ac.jp/kcenter/）に掲載の「JEAP 及び交換留学募集要項」をご覧ください。留学派遣先大学により必要な語学
能力資格が異なります。

Ⅱ．短期研修・留学プログラム

本学では，長期留学プログラムに加え，目的に応じた多様なプログラムを実施しています。

研修日程，研修先，渡航費，単位認定の有無など，研修プログラムにより異なりますので，詳

しくは，掲示板や国際教育センターホームページをご確認ください。

○短期研修・留学プログラム（例）

実施時期 派遣国 研修先大学／プログラム名 研修期間

7 月 韓国
アジアサマープログラム

東西大学
3 週間

8 月 アメリカ カリフォルニア大学リバーサイド校 (UCR) 3 週間

カナダ カモーソン・カレッジ 3 週間

中国 首都師範大学 3 週間

韓国 韓南大学 3 週間

9 月
中国・台湾

ASEAN 諸国 

国際交流基金助成

大学連携日本語パートナーズ派遣プログラム
1 ヶ月

2 月 フランス
リール・カソリック大学

ブルゴーニュ大学
2 週間

アイルランド リムリック大学 ２週間

スペイン バルセロナ自治大学 2 週間

＊最少催行人数に満たない場合は，日程の変更や中止となる場合があります。

○日加戦略的留学生交流促進プログラム

日加戦略的留学生交流促進プログラムは，日本コンソーシアム協定大学とカナダコンソーシア

ム協定大学に在籍する学生を相互に交換する学生交流プログラムです。コンソーシアム形式の計

画的・継続的な交流により，１対１の交流協定では難しい幅広い日加間の学生交流に資すること

を目的としています。
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派遣学生は本学での選考ののち，日加コンソーシアムでの選考を経て，決定いたします。詳し

くは，国際教育センターホームページをご確認ください。

＜日加コンソーシアム加盟校＞

University of Alberta

Université Laval

University of Regina

Université De Montréal

University of Prince Edward Island

Concordia University


