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Check!Check!Check!Check!
語学を学びたい

P.16へ

夏期：５月／春期：11月

夏期：４月／春期：10月

単位認定あり 単位認定なし 単位認定あり 単位認定あり 単位認定なし

P.36へ P.18へ

3月末

２月

P.26へ

１月中旬

前年11月

P.34へ

申込締切の時期

ガイドブックの頁

説明会の時期

留学のタイミング

大学のプログラム

学外のプログラム

プログラム種類

単 位

留学時期と期間
2・3・4年次
の後期

（９月～12月）

2・3・4年次
の後期から１学期
もしくは２学期間

 ※卒業延期が伴う為、
最適な留学方法か

国際交流課で事前確認
すること

 ※ベトナム語・韓国語・
中国語のみ

GO GLOBAL
WEEKの活用

留学のための
情報収集

※４年次の留学には既取得単位数等の条件あり

長期休暇中の
４週間

セメスター
留学

協定留学のうち
語学プログラム 休学留学

学期中に自分のタイミングで（最長２年間）

学外のプログラム
を自分で探す

学外の
プログラムを
自分で探す

大学の留学
プログラムを
利用

長期休暇期間
（８月～９月もしくは２月～３月）

夏期・春期短期
留学

大学の留学プログラム
を利用

学期中
（最長２年間）

長期休暇中の
最長８週間
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Check! Check!Check! Check!Check!Check! Check!Check!
専門科目を現地の
言語で履修したい

国際インターンシップ
を経験したい

P.26へ P.30へ

１月中旬 夏期：6月／春期：11月

前年11月 夏期：5月／春期：10月

単位認定あり 一部単位認定あり 単位認定なし単位認定の可能性あり 単位認定あり単位認定なし 単位認定なし

P.31へ

留学開始予定時期の
約6ヶ月前

10月後半

個別相談 事前説明会９月
直前説明会10月

P.32へ

5月

4月

P.34へP.28へ P.36へ

申込締切の時期 申込締切の時期

ガイドブックの頁 ガイドブックの頁

説明会の時期 説明会の時期

留学のタイミング

大学のプログラム 大学のプログラム

学外のプログラム 学外のプログラム

プログラム種類 プログラム種類

単 位 単 位

留学時期と期間 留学時期と期間 春期休暇中の
3週間

夏期休暇中の
2週間

2・3・4年次の１学期
もしくは2学期間

2・3・4年次の後期から
1学期もしくは2学期間 学期中（最長2年間）

 ※卒業延期が伴う為、最適な留学方法か
国際交流課で事前確認すること

 ※最難関の留学方法のため
国際交流課で事前確認すること

※４年次の留学には既取得単位数等の条件あり

協定留学 認定留学※ 休学留学※
GO GLOBAL
WEEKの活用

留学のための
情報収集

夏期・春期休暇中の
3～4週間

長期休暇期間
（8月～9月もしくは2月～3月）

学外のプログラム
を自分で探す

大学の留学プログラム
を利用

大学の留学
プログラムを利用

学外のプログラムを
自分で探す

海外インターンシップ アメリカ初等教育・
幼児教育ボランティア

TA 研修

日本語教育実習
スタディツアー

留学のタイミング 学期中 １学期間もしくは2学期間（9月開始） 学期中に自分のタイミングで
（最長2年間）
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Ⅰ．留学関係の奨学金・授業料減免制度
Ⅰ.留学関係の奨学金・授業料減免制度

短期留学（3～4週間）

名称 國學院大學短期留学グローバル・チャレンジ奨学金制度

対象 本学が実施する短期留学に参加し、優れた学修成果を収めた学部学生

給付額 帰国後10万円給付

応募資格

次の条件をすべて満たす者（応募資格の詳細は留学説明会等で確認すること）
①本学が実施する短期留学プログラムに参加する、学部学生であること
②グローバル・チャレンジ・プログラムに登録済みであること
③留学後に本学が実施する国際交流に関わる各種事業に協力することに合意すること
④夏期短期留学は全学年対象、春期短期留学は1～3年生であること
⑤留学先における成績が本学成績における「B」相当以上であること
⑥英語圏は、留学開始前2年以内に取得したTOEICスコアを保有、かつ留学後
　のスコア上昇が50点以上であること
⑦中国語圏は、留学後2ヶ月以内にHSKまたは中国語検定を受験し、HSKの場合は３級
　以上、中国語検定の場合は４級以上を取得すること

選考

下記の応募書類等を総合的に評価し、選考する
※応募書類は、留学申込み後のオリエンテーションで配布予定
①奨学金申請書
②留学先の成績書
③語学検定試験のスコア証明
④留学報告書
⑤留学成果に関するプレゼンテーション動画

募集人数 夏期短期留学参加者より約10名、春期短期留学参加者より約５名

セメスター留学（１学期間（約４～６ヶ月））

名称 國學院大學セメスター留学助成金制度

対象 セメスター留学に参加する者

給付額 35万円給付（年間授業料の半額相当額）

名称 國學院大學セメスター留学学習奨励金制度

対象 セメスター留学により顕著な学修成果を挙げた者

要件

【英語圏　TOEIC® Listening & Reading Test】
（１）留学後（留学年度12月～３月）に800点以上取得
（２）留学以前（留学前年度４月から留学年度９月）の点数より留学後150点以上上昇し、730点以上取得
【中国語圏 HSK（漢語水平考試）】
（１）留学年度の６月から９月までのHSK４級試験において総得点180点未満の者のうち、留学年度の12
　 月から３月までのHSK５級試験において総得点210点以上を記録した者
（２）セメスター留学年度の12月から３月までのHSK５級試験において総得点240点以上、又はHSK６級
　 試験において総得点180点以上を記録した者

給付額 帰国後10万円給付

名称 独立行政法人日本学生支援機構（JASSO）の海外留学支援制度（協定派遣）
※学外制度

内容

・大学が応募し、各留学プログラムが同奨学金に採択された場合、参加学生に奨学金が給付される
・年度により採択結果は異なるため注意が必要
・同奨学金を受給する場合、國學院大學セメスター留学助成金制度の奨学金（35万円）は、JASSO
 の規定により、JASSO奨学金と同額に減額される

対象 JASSOの定める条件（本学での成績、家計基準）を満たす学生のみ対象

給付額

※令和元年度のセメスター留学は英語圏・中国語圏ともに、この制度（奨学金）に採択されました
【中国語圏（最大8名）】
・中国および台湾24万円給付（月額6万円×4ヶ月間）
【英語圏（最大21名）】
・ニュージーランド28万円給付（月額7万円×4ヶ月間）
・その他英語圏32万円給付（月額8万円×4ヶ月間）

國學院大學の留学制度には給付型留学奨学金が充実、すべての留学制度に助成があります。
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Ⅰ.留学関係の奨学金・授業料減免制度Ⅰ.留学関係の奨学金・授業料減免制度

協定留学（１学期～2学期間）

名称 國學院大學協定留学及び認定留学奨学金制度

対象 協定留学又は認定留学により留学する全学生

給付額 留学期間１学期間につき15万円給付（最大２学期間）

名称 國學院大學協定留学「標」奨学金制度

対象 ２学期間の協定留学に参加する学部学生のうち特に優秀な者（若干名）

選考

学業成績、語学検定、協定留学選考試験の成績等により総合的に審査される
選考基準の一部（下記３項目のうち２項目該当は必須要件）
①学業成績において、選考時点での累積GPAが所属学科における上位30%以内であること
②英語圏：TOEFL-PBT/ITP550点以上、TOEFL-iBT80点以上、IELTS６.０以上
　中国語圏：HSK５級180点以上、６級180点以上、中国語検定２級以上、TOCFL（聴力・閲読）進階級以上
　その他の外国語： 英語および中国語に準拠する程度の語学力を有していること
③協定留学生選考試験において、総合評価が「A」以上であること

給付額 2学期間の留学中、月額6～8万円給付

トビタテ！留学JAPAN　日本代表プログラム

内容

 「トビタテ！留学JAPAN日本代表プログラム」は、2014年からスタートした官民協働で取
り組む海外留学支援制度で、2020年度まで募集が決定している（2021年度以降の継続に
ついてはウェブで確認すること）。このプログラムに採択されると渡航費、留学中の授業料、
滞在費等が支給される。

対象

以下は、主な条件であるが、詳細はウェブサイト上の募集要項を確認すること
・留学の目的に沿った実践活動が含まれている（語学力向上を目的とした留学は対象外）
・留学期間が28日以上１年以内である
・留学先において受入機関を確保できる

給付額 渡航準備金、学費、生活費（留学地域、条件により額は異なる）

詳細 トビタテ！留学JAPAN公式ウェブサイト：  https://www.tobitate.mext.go.jp

注意

・所属大学（國學院大學）を通じて応募しなければならない
・学内審査・トビタテ事務局による書類審査・面接選考を通過した場合、採択される
・選考通過のためには説得力のある留学計画書、語学検定試験の証明書、留学先からの受入れ承諾書
 の取得等が必要となる
・本奨学制度の趣旨に合った留学・活動内容である必要があり、応募するコースによっては、高倍率となる

募集

前期 ７月～９月中旬
後期12月～２月中旬
※本奨学金に応募するには、十分な準備と留学計画を立てる必要があるため、応募を検
　討している場合には、できるだけ早く国際交流課の留学相談を申し込むこと

休学留学（１学期～2学期間）

名称 休学留学に伴う授業料減免制度

減免額 【１学期間の場合】年間授業料の半額、維持運営費の全額及び施設設備費の4分の１
【2学期間の場合】年間授業料・維持費全額、施設設備費半額

注意

授業料減免を受けるためには、決められた期間内に所定期間以上、語学学校等に通う必
要があるなど、所定の条件があり、留学以外の各種活動（ボランティア・インターンシップ等）
のみの渡航は減免の対象とならないため注意すること
詳細はP.34参照の上、学生生活課もしくはたまプラーザ事務課で確認すること
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●　スキル、自分の強み・弱み

● 具体的になぜそうなのか／そこに至るためにどのようなことをしてきたか？

● 今後どうしていきたいか？

● 他人からの意見は？

●　留学の目的（例：語学力を上げる、専門分野を学ぶ、外国人の友人をつくる）

●　卒業後の進路に、留学をどのようにつなげられると思いますか？

●　留学の目標

●　留学先は？

　　①国・地域・学校（例：語学学校、コミュニティカレッジ、大学 等）

　　②なぜその国・地域・学校なのか？

●　その他、考えている条件

S T E P 1

S T E P 2

現在の自分を知る（自己分析）

留学の目的や留学先を考える

S T E P 3 留学スケジュールを計画する

留学・学生生活の計画ワークシート

4月

2020年

9月 3月

4月

2021年

9月 3月

4月

2022年

9月 3月

4月

2023年

9月 3月

4月

2024年

9月 3月

Ⅱ．留学を考える

　留学にはあなたの人生をより充実したものにする力があります。しかしその一方で、「海外に行けば
語学が上達する」「海外で夢がかなえられる」と考えて安易に留学してしまうと、現地で大変な苦労をしたり、

期待した効果が得られないまま帰国することも少なくありません。せっかくの留学なので、充実した留学生活を送り、
その経験を就活や将来に活かしたいと思いませんか？そのためには、留学の計画段階から、現在の自分の強みや弱みを考

えるとともに、将来、どんな自分になりたいのかをイメージしたうえで、留学で何がしたいのか、何をすべきか等、留学の目的を
はっきりと意識することが大切です。
　このワークシートは「自分の思い」を「見える化」するためのものです。しっかりと準備して留学を成功させましょう！

Ⅱ．留学を考える
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Ⅱ．留学を考えるⅡ．留学を考える

S T E P 4 S T E P 5

S T E P 6

留学に必要な費用を計算する 留学までに必要なことを確認する

留学前の諸準備をチェックする

留学期間：
留学先：

年

（国） （地域） （学校）

年月 月日 ～ 日

1

2

3

4

5

6

        年       月

        年       月

        年       月

        年       月

        年       月

        年       月

１．留学に必要な資金は確保しましたか？
2．留学先の学校の入学許可書は入手しましたか？
3．留学に必要な査証（ビザ）は取得しましたか？
4．留学に行く時期（日時）は決めましたか？
5．留学中に滞在する宿舎（ホームステイ先 等）は決まりましたか？
6．航空券は手配しましたか？
7．海外旅行傷害保険に加入しましたか？
8．（大学を休学する場合は）休学手続きと学費減免手続きは済ませましたか？

（  Yes  ・  No  ）　
（  Yes  ・  No  ）　
（  Yes  ・  No  ）　
（  Yes  ・  No  ）　
（  Yes  ・  No  ）　
（  Yes  ・  No  ）　
（  Yes  ・  No  ）　
（  Yes  ・  No  ）

（ア）留学費用

　・授業料 　　　　　　　 円

　・教材費 　　　　　　　 円

　・宿舎費 　　　　　　　 円

　・食費 　　　　　　　 円

　・交通費 　　　　　　　 円

　・通信費 　　　　　　　 円
　　　　　　　
　・小遣い 　　　　　　　  円

　合計 　　　　　　　　　　　　　　　　円

（イ）留学準備費用

　・航空運賃 　　　　　　　 円

　・海外留学生保険 　　　　　　　 円

　・査証等諸手続き費用 　　　　　　　 円

　・健康診断費用 　　　　　　　 円

　合計 　　　　　　　　　　　　　　　　 円

（ウ）留学中の日本での費用

　・國學院大學学費 　　　　　　　 円

　・その他費用 　　　　　　　 円

　合計 　　　　　　　　　　　　　　　　円

　支出合計 　　　　　　　　　　　　　　円

支 出

資 金

　・自己資金 　　　　　　　　　　　　　 円

　・家族からの資金 　　　　　　　　　　　　　 円

　・奨学金 1（　　　　　　　　　　　　　） 　　　　　　　　　　　　　 円

　・奨学金 2（　　　　　　　　　　　　　） 　　　　　　　　　　　　　 円

資金合計　　　　　　　　　　　　　　　 円
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Ⅲ．國學院大學の留学プログラム
₂₀₂₀（令和2）年度留学プログラム一覧

夏休み・春休みの３～４週間留学。語学研修と文化体験が主目的。

学期中の４～６ヶ月間留学。中級の語学学修者が上級を目指すことが主目的。

２学期間、または１学期間の協定校への交換留学。現地の学生と同じ学部授業を履修する留学と、
現地の言語を学修する語学留学があり、留学先協定校により異なる。

A．夏期・春期短期留学（P.16参照）

B．セメスター留学（P.18参照）

C．協定留学（P.26参照）

英語圏

クライストチャーチ工科大学（ニュージーランド）

マニトバ大学（カナダ）

ミズーリ大学（米国）

ヨーク・セント・ジョン大学（英国）

英語圏
マニトバ大学（カナダ）

ビンガムトン大学（米国）

ヨーク・セント・ジョン大学（英国）

中国語圏

南開大学（中国）

南台科技大学（台湾）

世新大学（台湾）

復旦大学中文系（中国）

その他
京畿大学校（韓国）

ハノイ大学（ベトナム）

夏

ダブリンシティ大学（アイルランド）

ケープブレトン大学（カナダ）

マニトバ大学（カナダ）

南台科技大学（台湾）

デュースブルク＝エッセン大学（ドイツ）※

西部カトリック大学（フランス）

春
セントマイケルズ大学（米国）

アジアパシフィック テクノロジー&
イノベーション大学（マレーシア）

復旦大学（中国）

中国語圏
復旦大学（中国）

国立台湾師範大学（台湾）

ダブリンシティ大学（アイルランド）

デュースブルク＝エッセン大学
（ドイツ）※

西部カトリック大学（フランス） セントマイケルズ大学（米国） アジアパシフィック テクノロジー
&イノベーション大学（マレーシア）

復旦大学（中国） クライストチャーチ工科大学
（ニュージーランド）

ミズーリ大学（米国） 国立台湾師範大学（台湾）

ビンガムトン大学（米国） ヨーク・セント・ジョン大学（英国） 南開大学（中国） 世新大学（台湾）

京畿大学校（韓国） ハノイ大学（ベトナム）

ケープブレトン大学（カナダ） マニトバ大学（カナダ） 南台科技大学（台湾）

夏

夏

夏 夏

夏

春

春 春

英

英 英英

英

夏 英 英

英

中

中

中

中

夏 中

中

春 中 中

他

他 他

協定留学対象校  協定留学が可能なのは、下記の協定校に限られます。また、「学部授業留学」のみが可能な大学も
ありますので、ご注意ください。なお、協定留学生としての派遣は「学部授業留学」対象者が優先されます。

学部授業留学 語学留学
マニトバ大学（カナダ） ○
ビンガムトン大学（米国） ○
ヨーク・セント・ジョン（英国） ○
復旦大学中文系（中国） ○

学部授業留学 語学留学
南開大学（中国） ○ ○

南台科技大学（台湾） ○ ○
世新大学（台湾） ○
京畿大学校（韓国） ○ ○
ハノイ大学（ベトナム） ○ ○

…夏期短期留学

…春期短期留学

…セメスター留学（英語圏）

…協定留学（英語圏）

…協定留学（中国語圏）

…協定留学（その他）

…セメスター留学（中国語圏）

英

※令和２年度変更の可能性あり

※令和２年度変更の可能性あり

易
短

長

難

夏期・春期
短期留学

セメスター
留学

協定留学
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A.夏期・春期短期留学
長期休暇中に外国語能力向上を目指して、集中的に語学を勉強する３～4週間の留学入門プログラム

3. 参加費（昨年度参考）
　 今年度の参加費は、必ず募集要項で確認すること
    https://www.kokugakuin.ac.jp/student/abroadstudy/p1/p3

INTERVIEW

短期留学

法律学科（法律専攻）2年生（取材当時）  松本凜太郎

初の海外体験が自分の考えや行動を広げる大きな転機に。
留学後もキャンパス内の留学生と積極的に交流。

大学生活で何か新しいことに挑戦したいと考え、１年
次の夏休みにカナダのケープブレトン大学へ短期留学。
それまで海外渡航の経験がなく、かなり勇気のいる決断
でしたが、自分自身の考え方や行動を広げる大きなター
ニングポイントとなりました。
現地ではホームステイも初体験し、何でもはっきりと
伝え、誰とでも気軽に言葉を交わすコミュニケーションの
取り方に、日本にはない良さがあると感じました。こちら
の英語力が未熟でも、それを肯定して受け入れ、親身に
なって理解しようとしてくれる。そのおかげで、英会話が
苦手でも前向きな姿勢で新たなことにチャレンジできま
したし、自分から積極的に話しかけて意思を伝えるなど、
躊躇せずに行動していけるようになりました。
１ヶ月という短い期間でしたが、英語の勉強になったこ

とはもちろん、フレンドリーな現地の人たちや学生・先生
と過ごす中で、たとえ言葉や文化は違っても、心を開いて
一歩踏み出す大切さを実感。今後は、より長期の留学に
も挑戦したいと考えています。
こうした経験から、留学後は大学の国際交流イベント
の運営委員長を務め、キャンパス内の留学生と食事に行っ
たり、浅草を案内したり、日本の昔の遊びを紹介したりと
積極的に交流。イギリス、カナダ、台湾、スペイン、ベトナム
など、さまざまな国籍の留学生をアテンドしながら、世界
の多様な文化や考え方に触れることができるので、毎日
がとても刺激的で楽しいです。いきなり留学するのはハー
ドルが高いと感じている人は、学内の国際交流イベント
に参加するだけでも、新たな体験や気づきが得られるは
ずです。

１.スケジュール

2.概要

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 １月 2月 3月

大学行事

夏期／春期
短期留学

主な参加資格 留学前オリエンテーションに参加できる本学学生

募集 説明会・申込時期　　●夏期：4月～5月中旬 ／ ●春期：10月～11月下旬

単位認定 留学語学2単位　　※春期短期留学は4年生への単位認定なし

事前研修 留学前オリエンテーションを２～３回開催予定

奨学金 短期留学グローバル・チャレンジ奨学金制度（P.６参照）　留学終了後10万円給付

留学先 国 学修言語 参加費（参考）

a. ダブリンシティ大学 アイルランド 英語 52万円

b. ケープブレトン大学 カナダ 英語 58万円

c. マニトバ大学 カナダ 英語 51万円

d. 南台科技大学 台湾 中国語 36万円

e. デュースブルク＝エッセン大学※ ドイツ ドイツ語 42万円

f. 西部カトリック大学 フランス フランス語 58万円

留学先 国 学修言語 参加費（参考）

a. セントマイケルズ大学 米国 英語 63万円

b. アジアパシフィックテクノロジー＆イノベーション大学 マレーシア 英語 35万円

c. 復旦大学 中国 中国語 32万円

夏期短期留学

春期短期留学

試験試験 冬休み 春休み夏休み

夏期説明会・
申込

留学前
オリエンテーション

留学前
オリエンテーション

春期説明会
申込 参加参加

※留学先変更の可能性あり
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B.セメスター留学（英語圏）
高い語学能力習得を目的に４～６ヶ月間の留学をおこなうプログラム

※定員は年度により異なるため、２月の説明会時点で発表される。募集がない可能性もある。

●英語圏セメスター留学

1.スケジュール

2.概要

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 １月 2月 3月

大学行事

留学前オリエンテーション

参加対象 本学学部生（留学開始時２年生以上）

主な参加資格

１．留学参加の前年度後期に修学相談の対象となっていないこと
２．下記いずれかの語学力を有していること
・TOEIC L&Rテスト550点以上
・TOEFL-PBT/ITP480点以上（マニトバ大学500点以上）
・IELTS5.0以上（ヨーク・セント・ジョン大学のみ利用可）
※在学中の過去２年間に取得したスコアに限る
※定員を上回った場合、留学前年度のGPA上位者を優先

単位認定 本学の所属学科・学年・留学先により異なる
目安は14～20単位

奨学金
（P.７参照）

１.セメスター留学助成金制度
　留学開始前35万円給付
※ヨーク・セント・ジョン大学は留学先授業料免除されるため、助成金の給付なし

2.セメスター留学学習奨励金制度
　留学終了後10万円給付

3.独立行政法人日本学生支援機構（JASSO）の海外留学支援制度（協定派遣）
　留学中の給付、給付額詳細はP.７参照

3.留学先

留学先 国 定員 プログラム概要

a. クライスト
チャーチ工科
大学

ニュージー
ランド

８名 Language Self Access Centre（外国語自習施設）や図書
館などを利用しながら、多様な留学生とともに英語コミュニケ
ーション力を向上させる。プログラム後半では、週8時間以上
のボランティアに参加し、実際の職場で英語コミュニケーショ
ンを実践し、将来の就業にも備える。ホストファミリー宅に滞在
し、日本語が通じない家族に囲まれて生活することで、ニュージ
ーランドの文化理解を促進し、英語力の向上も目指す。

b. マニトバ大学 カナダ ８名 IEP（Intensive English Programme）-Business に参加
する。中級から上級の英語学修者が対象で、ビジネスで活用可
能な英語を中心に学修する。このプログラムの半分は外国人英
語学修者の上級者向け授業で、Language Streamと呼ばれ、
正確かつスムーズな英語コミュニケーションスキルの獲得を目
指す。残り半分はビジネス英語とビジネスの基本的な考え方を
学ぶ授業で、Business Streamと呼ばれる。

c. ミズーリ大学 米国 ８名 LEAD（Leadership through English Advancement & 
Development）Programに参加、学園都市という環境を利用し、
授業・交流・職場体験を通じ英語コミュニケーション力と米国社会
への理解向上を目指す。また、クラスメイトとなる東アジア各地か
らの留学生との交流を通じて、アジアに関する認識を深める。プロ
グラム後半には職場体験が組み込まれており、参加学生は職場体
験を目標に英語学修を行う。宿泊にはキャンパスに隣接する学生会
館を利用。東アジアの留学生と共同生活を行う。

d. ヨーク・セント・
ジョン大学

英国 ２名※ General English Programmeは、文法、語彙、発音の知識を固
め、4技能を伸ばすクラスである。世界各地の留学生や現地の学生
との交流を通じて、英国文化と異文化の理解を深める機会も多い。
午後の授業では、アクティブラーニング形式の授業「Integrated 
Skills」などに参加する。ヨーク近郊の家庭にホームステイし、バス
通学となる。

試験試験 冬休み 春休み夏休み

説明会・出願

学内
TOEIC
受験

学内
TOEIC
受験

学内
TOEFL
受験

学内
TOEIC
受験

学内
TOEIC
受験

学内
TOEIC
受験

学内
TOEFL
受験

学内
TOEIC
受験セ

メ
ス
タ
ー
留
学

留
学
前
年
度

留
学
年
度

留学参加
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INTERVIEW
英語圏セメスター留学参加費目安

大学名 クライストチャーチ工科
大学 マニトバ大学 ミズーリ大学 ヨーク・セント・ジョン

大学 
留学期間 18週 16週 16週 15週 

備考 宿泊費に朝・晩の食費
含む 宿泊費に食費含む 助成金35万円の支給

なし 

授業料 ¥550,000 ¥510,000 ¥650,000 免除

施設使用等の諸費用 ¥80,000 授業料に含む ¥200,000 ¥0

航空券・ビザ等の旅行費用 ¥170,000 ¥200,000 ¥240,000 ¥200,000

保険料・安全対策費用 ¥58,000 ¥50,000 ¥50,000 ¥50,000

事前語学研修費用 ¥22,500 ¥22,500 ¥22,500 ¥22,500

語学検定費用 ¥3,700 ¥3,700 ¥3,700 ¥3,700

宿泊費 ¥350,000 ¥260,000 ¥160,000 ¥340,000

食費（概算） ¥60,000 ¥60,000 ¥140,000 ¥30,000

現地交通費（概算） ¥30,000 ¥24,000 ¥0（通学は徒歩） ¥16,000

合計 ¥1,324,200 ¥1,130,200 ¥1,466,200 ¥662,200

4.留学必要経費の目安（昨年度参考）
下記は、留学費用の目安となる概算のため、実際の今年度の参加費については、説明会で配布される募集要項で確
認すること。

※1 上記留学費用の他に國學院大學の学費がかかります。
※2 「概算」と書かれている費用の支出額には個人差があります。
※3 お小遣い、携帯電話、教科書代等、日本に居てもかかる生活費は記載されておりません。

英語圏セメスター留学

外国語文化学科4年生（取材当時）／日本航空株式会社 内定  紺田早百合

海外の多様な文化・価値観に刺激を受けながら
日本人としての誇りを再認識し、将来の進路が明確に。

高校生の頃から英語に興味があり、セメスター留学を
考えたものの、いきなり海外で何ヶ月も滞在することに
不安を感じ、まずは2年次の夏休みにアイルランドの大学
へ短期留学しました。しかし、留学前に何の目標も立て
ず、現地でも日本人の学生とばかり行動していたため、
留学がただの旅行のようになってしまいました。
そうした後悔もあり、3年次後期に参加したセメスター
留学では、事前に「英会話力の向上」「他国の学生と交流
を深める」という大きな目標を立て、4ヶ月間の滞在中も
１日１つの小さな目標を作って日々の行動指針としました。
留学先のヨーク・セント・ジョン大学（英国）では、他国

の留学生と英語の集中授業を受けながら、同大学の日本
語学科の助手をボランティアで務め、留学生同士や現地

の学生・先生と積極的に交流。多くの人と意見を交わす
ことで、英語でのコミュニケーションに自信がつき、他国
の文化や価値観にも刺激を受けつつ、新たな興味や共感
を覚えました。それと同時に、自分が日本人であることの
自覚・誇りや、日本という国の素晴らしさを再認識し、それ
を多くの人に伝える仕事がしたいと強く感じました。
こうして、留学中に将来の進路も明確になり、以前、
大学の講師にすすめられた客室乗務職(CA)を目指そう
と決意。
就職活動ではエアライン業界を中心に回り、念願だっ

た大手航空会社の客室乗務職 に内定しました。留学で
得た体験や語学力を生かし、日本航空の客室乗務員として
フライトに臨む日を楽しみにしています。



Ⅲ．國學院大學の留学プログラムⅢ．國學院大學の留学プログラム

国際交流ガイドブック●  2322  ●国際交流ガイドブック

B.セメスター留学（中国語圏）
高い語学能力習得を目的に４～６ヶ月間の留学をおこなうプログラム。
留学者は留学前・後にHSKを受験し、留学成果として１級以上のレベルアップを目指す。

●中国語圏セメスター留学

2.概要

参加対象 本学学部生（留学開始時２年生以上）
※中国文学科中国語教養プログラム選択者の２年生は必修

主な参加資格

＜共通要件＞
セメスター留学参加の前年度後期に修学相談の対象となっていないこと。

＜中国文学科＞
セメスター留学参加の前年度までに、下記の（ア）～（ウ）のいずれかの条件を満たし、且つ中国
文学科専門科目の学科基礎科目のうち「中国語基礎演習」「中国語演習Ⅰ」のいずれか１科目の
単位を修得していること。

（ア） HSK（漢語水平考試）２級以上に合格。HSK５級及び６級の場合は180点以上
（イ） 中国語検定４級以上に合格
（ウ） 共通教育プログラムの中国語科目（「中国語Ⅰ～Ⅳ」、「入門中国語」）のうち、いずれか４単位
　　（２科目）以上修得していること

＜その他の学科＞
セメスター留学の前年度までに、下記の（ア）～（ウ）のいずれかの条件を満たしていること。

（ア） HSK（漢語水平考試）２級以上に合格。HSK５級及び６級の場合は180点以上
（イ） 中国語検定４級以上に合格
（ウ） 共通教育プログラムの中国語科目（「中国語Ⅰ～Ⅳ」、「入門中国語」）のうち、いずれか４単位
　　（２科目）以上修得していること

単位認定 本学の所属学科・学年・留学先により異なるが最大16単位

3.留学先

留学先 国・地域 定員 プログラム概要

a. 復旦大学 中国（上海） なし 約４ヶ月間、中国語教育を専門とする復旦大学国際文化交流
学院で中国語を学修する。復旦大学国際文化交流学院には常
時約500～600名の留学生が在学している。留学開始時にはク
ラス分け試験を受け、各自の中国語力に応じたクラス（1クラス
約20～25名）に振り分けられ、世界中から集まる留学生たちと
一緒に学ぶ。

b. 国立台湾師範
大学

台湾（台北） なし 約6ヶ月間、中国語教育を専門とする国立台湾師範大学中国
語センター（国語教学中心）で中国語を学修する。中国語セン
ターには常時約1500名の留学生が在学している。留学開始
時にはクラス分け試験を受け、各自の中国語力に応じたクラス
（１クラス約６名～９名）に振り分けられ、世界中から集まる
留学生たちと一緒に学ぶ。
台湾では、漢字は繁体字を使用するため、授業で使用する漢
字もすべて繁体字となる。発音記号は注音符号とピンインを
用いる。

奨学金
（P.７参照）

１.セメスター留学助成金制度
　留学開始前35万円給付（受給要件等の詳細はP.７参照）

2 . セメスター留学学習奨励金制度
　留学終了後10万円給付（受給要件等の詳細はP.７参照）

3 .独立行政法人日本学生支援機構（JASSO）の海外留学支援制度（協定派遣）
　留学中の給付、給付額詳細はP.７参照1.スケジュール

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

大学行事

留学前オリエンテーション

試験試験 冬休み 春休み夏休み

説明会・出願

復旦大学 留学参加

国立台湾師範大学 留学参加

セ
メ
ス
タ
ー
留
学

留
学
前
年
度

留
学
年
度



Ⅲ．國學院大學の留学プログラムⅢ．國學院大學の留学プログラム

国際交流ガイドブック●  2524  ●国際交流ガイドブック

INTERVIEW
中国語圏セメスター留学参加費目安

大学名 復旦大学 国立台湾師範大学

留学期間 19週 25週

授業料 ¥180,000 ¥350,000

航空券・ビザ等の旅行費用 ¥130,000 ¥130,000

保険料・安全対策費用 ¥65,000 ¥80,000

語学検定費用 ¥15,000 ¥15,000

宿泊費 ¥320,000 ¥430,000

食費（概算） ¥120,000 ¥240,000

おこづかい等（概算） ¥120,000 ¥180,000

合計 ¥950,000 ¥1,425,000

4.留学必要経費の目安（昨年度参考）
下記は、留学費用の目安となる概算のため、今年度の実際の参加費については、説明会で配布される募集要項で確
認すること。

※１ 上記留学費用の他に國學院大學の学費がかかります。
※２ 「概算」と書かれている費用の支出額には個人差があります。

中国語圏セメスター留学

中国文学科4年生（取材当時）／専門商社 内定  木村千夏

徹底して中国語のスキルアップに集中！
現地や他国の学生との交流も、一生の良き思い出に。

大学に入学した当初から、2年次になったらセメスター
留学に参加したいと考えていましたので、まずはトライアル
として、１年次の冬休みに中国・上海の復旦大学へ短期
留学しました。留学する前は、それなりに中国語の基礎
力はあると自信をもっていたのですが、いざ現地で生活
してみると「会話が聞き取れない・通じない」など、自分
の認識の甘さを実感。現地のネイティブな中国語に多く
触れることで、さらに語学の学習意欲が増し、あらためて
セメスター留学に参加する決意を固めました。
こうして2年次の前期から、セメスター留学に向けた
準備を本格的にスタート。留学中は単位取得が少なくなる
ため、一般授業を集中して受けつつ、留学前の語学講座
や、留学資格となる語学検定の勉強にも励みました。
そして2年次後期から１学期間、短期留学時と同じ上海

の復旦大学に留学しました。前回の留学では語学力の
弱さを痛感したので、セメスター留学では徹底して中国
語のスキルアップに集中。大学でも街の中でも、間違い
を恐れずに自分からどんどん中国語で話しかけ、１～2ヶ
月後には耳も慣れて、現地での日常生活でも大分スムー
ズに会話できるようになりました。
また、日本を離れて中国の学生や他国の留学生と一緒
に学び、共に生活する中で、お互いに切磋琢磨し合い、
困った時は助け合って乗り越えた日々は、一生の思い出
となるかけがえのない体験となりました。さまざまな国
のクラスメイト・ルームメイトと親交を深めながら、自分
自身の視野や世界観を広げることができたのも、留学で
得た大きな財産だと実感しています。
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C.協定留学
海外協定校で交換留学生として学ぶ留学で、留学先での学費は免除。協定留学には、現地の学生と共に学部授業
に参加する「学部留学」と、留学先の言語を学ぶ「語学留学」がある。派遣先・詳細は変更の可能性があるため、最
新の情報については説明会で確認すること。

１.スケジュール

2.概要

3.留学先

参加対象 本学学部生（留学開始時2年生以上）

留学先 国 概 要

a. マニトバ大学 カナダ 主にFaculty of Artsの授業が履修可能で、文学部（哲学科美学・芸術
学コースを除く）宗教学系統は比較的履修可能授業数が多い。そのほか、
政治学系、経済学系も履修可能。一方、教育学系統については履修が不
可ではないが、非常に限られる。

b. ビンガムトン
大学

米国 約15,000人の学生が学ぶ同大学は学部教養教育においても、大学院の研
究においても常に高い評価を受けている。日本を含むアジア研究にも力を
入れており、アジア・アジア系米国人学科がある。経済学領域以外で幅広
く履修可能な科目がある。

c. ヨーク・セント・
ジョン大学

英国 約5,000人の学生が学んでおり、世界40ヶ国からの留学生が共に学ぶ。キャン
パスは街の中心地から徒歩数分。大学構内に学生寮がある。初等教育学、英
語教授法に強い。
2019年度は、法学部（法律、政治）領域を除く、教育学、文学や言語学、スポー
ツサイエンスなど幅広い授業が履修可能であった。

d. 南開大学 中国 文学・外国語・歴史・哲学・経済・物理など22学部49学科からなり、学生数は約
２万人、世界20数カ国から留学生を受け入れる。学部授業留学のみならず、漢
語言文化学院での中国語学留学も可能。滞在はキャンパス内の寮。

e. 南台科技大学 台湾 都市部の利便性と農村ののどかな雰囲気が融合した環境。学部授業留学のみ
ならず、中国語センターでの中国語学留学も可能。寮費は免除される予定。

f. 世新大学 台湾 台湾ではジャーナリズム関係の研究で有名。マスコミ、映画業界等で活躍する
卒業生が多い。新聞コミュニケーション学部、経営学部、人文社会学部、法学
部を持つ。寮費は免除される予定。

g. 復旦大学中文系 中国 人文科学、社会科学、自然科学、工学、経営学、医学を網羅する総合大学。キ
ャンパスには教室棟、図書館、各研究所等の文教施設、体育施設も充実、教職
員、学生、留学生などの宿舎のほか、食堂、商店、銀行、理髪店など生活に必要
な施設もあり、キャンパス自体が一つの街。寮に滞在する。

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 １月 2月 3月

大学行事

出願 選考

　　渡航準備・手続き 留学参加　※翌年度５～６月頃まで

◆主な応募資格

英語圏

中国語圏

a.カナダ、マニトバ大学 TOEFL-PBT/ITP550点、TOEFL-iBT86点、IELTS6.5

b.米国、ビンガムトン大学 TOEFL-PBT/ITP550点、TOEFL-iBT80点

c.英国、ヨーク・セント・ジョン大学 IELTS6.0（かつ全ての項目において5.5以上）

d.中国、南開大学
HSK:漢語水平考試４級以上※、中国語検定３級以上、
TOCFL:華語文能力測験（聴力・閲読）基礎級以上のいずれかを取得している

e.台湾、南台科技大学

 f . 台湾、世新大学

g.中国、復旦大学中文系 HSK:漢語水平考試５級180点以上※、中国語検定２級以上、
TOCFL:華語文能力測験（聴力・閲読）進階級以上のいずれかを取得している

留学期間 留学期間は半年（１学期間）または１年間（2学期間）

選考
●提出された書類、筆記試験、面接（外国語、日本語）により、派遣先国で
　の適応能力等を総合して選考
●筆記試験、面接の実施は２月上旬を予定

留学中の学費 ●留学期間中の協定校への学費は原則として免除
●本学への学費は全額納入

留学中の身分 協定留学は、留学中も本学学則が適用され、外国大学での在学期間は本学での修業年限に算
入される（最長2学期間）

履修保留 本学での通年開講科目については、事前に履修保留の手続きをとることによって、協定留学開
始前の学期（前期）と翌年度の後期に分けての履修が認められる場合がある

奨学金
（P.８参照）

１.協定留学及び認定留学奨学金制度
　１学期間につき15万円（最長２学期間まで）
2.協定留学「標」奨学金制度（2学期間留学のみ対象）
　留学中月額６～８万円給付（給付額は留学先地域により異なる）
3.独立行政法人日本学生支援機構（JASSO）の海外留学支援制度（協定派遣）
　留学中の給付、給付額詳細はP.７参照

単位認定 30単位を限度として要卒単位への単位認定を申請できるが、認定される科目・単位数は非常に
限られる

※ HSK 漢語水平考試の基準についての詳細は、国際交流課までお問い合わせください。

その他

h.韓国、京畿大学校 コリア語コース受講希望者…韓国語能力試験（TOPIK）のスコアを取得
　　　　　　　　　　　　 したうえで、国際交流課にて相談
正課一般科目受講希望者…韓国語能力試験（TOPIK）５級相当以上

 i.ベトナム、ハノイ大学 ベトナム語コース受講希望者…TOEICのスコアを取得したうえで、国際
　　　　　　　　　　　　　 交流課にて相談
英語での正課一般科目受講希望者…英語圏の大学の条件と同じ

試験試験 冬休み 春休み夏休み 学内
TOEFL
受験

学内
TOEFL
受験出

願
年
度

協
定
留
学

留
学
年
度

説明会
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留学先 国 概 要

h. 京畿大学校 韓国 観光学とホスピタリティ経営の分野に強みを持つ。学部授業留学・コリア語を
学ぶ語学留学共に留学先授業料が免除される予定。

i . ハノイ大学 ベトナム 英語、ロシア語、中国語、日本語、フランス語など18の言語のコースを持っている。
キャンパス内の寮に滞在。学部留学では英語で、ビジネス、観光、金融、会計、国
際関係学の各コースを選択できる。ベトナム語を初級から学ぶ語学留学も可能。

※定員は年度により異なるため、２月の説明会時点で発表される。募集がない可能性もある。

※１上記留学費用の他に國學院大學の学費がかかります。 ※2協定留学の費用目安は２学期間分の費用を想定して算出されています。 ※3「概算」　
と書かれている費用の支出額には個人差があります。 ※4お小遣い、携帯電話、教科書代等、日本に居てもかかる生活費は記載されておりません。

4. 留学必要経費の目安（昨年度参考）
下記は、留学費用の目安となる概算のため、今年度の実際の参加費については、説明会で配布される募集要項で確
認すること。

INTERVIEW

協定留学参加費目安（2学期間分）

大学名 マニトバ大学 ビンガムトン大学 ヨーク・セント・ジョン大学 京畿大学校
授業料 免除 免除 免除 免除
施設費用等の諸費用 ¥0 ¥120,000 ¥30,000 ¥0
航空券・ビザ等の旅行費用 ¥223,000 ¥240,000 ¥312,000 ¥150,000
保険料・安全対策費用 ¥116,000 ¥106,000 ¥120,000 ¥150,000
宿泊費 ¥640,000 ¥1,070,000 ¥560,000 ¥350,000
食費（概算） ¥450,000 ¥600,000 ¥170,000 ¥250,000
合計 ¥1,429,000 ¥2,136,000 ¥1,192,000 ¥900,000

大学名 南開大学 南台科技大学 世新大学 復旦大学中文系 ハノイ大学

授業料 免除 免除 免除 免除 免除
航空券・ビザ等の旅行費用 ¥115,000 ¥140,000 ¥140,000 ¥115,000 ¥120,000
保険料・安全対策費用 ¥150,000 ¥150,000 ¥150,000 ¥150,000 ¥150,000
宿泊費 ¥300,000 免除 免除 ¥400,000 ¥250,000
食費（概算） ¥300,000 ¥300,000 ¥400,000 ¥300,000 ¥220,000
合計 ¥865,000 ¥590,000 ¥690,000 ¥965,000 ¥740,000

協定留学

中国文学科4年生（取材当時）／専門商社 内定  木村千夏

語学力の強化とともに、世界の多様性を深く知ることで
自身の経験値がワンランクアップしたと実感。

１年次に短期留学（上海）、2年次にセメスター留学（上
海）を経験しましたが、さらなる語学力の向上とともに、
中国をもっと知りたいという意欲が強まり、協定留学へ
の参加を決意。2年次のセメスター留学直後から、協定
留学に向けた準備を進め、3年次後期から１学期間、中
国・天津の南開大学に留学しました。
現地の大学では中国語の授業だけでなく、中国の民間
伝説や神話、飲食文化やビジネス用語などを学ぶ講座も
あり、中国について幅広い分野の知識を深めることがで
きました。また、少人数クラスでは中国の学生や他国の
留学生とのディスカッション・グループワークなどもあり、
授業中は常に自国や自分の考えについて発言が求められ
ました。そうした中で、海外の国々の生活文化や多様な
考え方に刺激を受けながら、日本や自分自身のアイデン

ティティを客観的に見つめるグローバルな視点を養うこ
とができました。
こうして在学中に参加した3回の留学を振り返ると、行

くたびに新たな発見や学びがあり、人生の財産になる貴
重な体験が得られたと感じています。とくに3回目の留学
となった協定留学では、語学力の大幅な向上はもちろん、
中国の風土文化や世界の多様性を深く知ることで、自分
の経験値がワンランクアップしたと実感。また、留学中は
ちょっとしたトラブルや失敗も日常茶飯事ですが、逆にそう
した経験こそが糧となり、自分をたくましく成長させてくれ
たように思います。
内定が決まった専門商社では、中国との取引業務もあり

ますので、留学で培った経験や語学力をビジネスシーン
でも存分に発揮していきたいです。

D.認定留学
認定留学とは？
認定留学とは、國學院大學に在籍しながら海外の大学に１学期間もしくは2学期間（１年間）留学し、海外で取得した単位を、國學院大學の
単位として認定する制度です。
しかし、國學院大學が協定を結んでいない海外大学の単位を國學院大學の単位として認定するためには、事前に必要書類を提出して許
可をもらう必要がありますので、計画的な留学準備が必要となります。また、國學院大學および海外の大学の両方に学費を納めるなどデ
メリットもあります。
興味のある学生は、早めに具体的なプランをもって留学相談を受けてください。

認定留学とは、國學院大學に在籍しながら海外の大学に１学期間もしくは2学期間（１年間）留学し、海外で取得した単位を、國學院大學の

留学相談のすすめ
単位取得計画、卒業時期の検討の際は、国際交流課の留学相談へお越しください。
予約方法：「国際交流ガイドブック」（本誌）裏表紙参照。
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Ⅳ．国際インターンシップ

海外インターンシップ

▶ 参加対象 本学学部生。語学力の条件はないが、TOEIC450点以上を推奨

▶実施時期・期間 夏期・春期の長期休暇中に3～4週間

▶募集 夏期：5月～6月／春期：10月～11月下旬

▶単位認定 夏期のみ、2・3年生は2単位を上限として単位認定申請を行うことが可能
認定にはキャリアサポート課が実施する所定の事前・事後研修を受け、手続きを
行う必要あり

▶企画運営 本学と委託契約を結んだ外部業者が企画運営
令和元年度は、株式会社JTBの企画運営により実施

▶奨学金 なし

概要

インターンシップ先（例）

a. マレーシア
インターンシップ
プログラム

▶期間
▶派遣先
▶概要

▶参加費

夏期休暇中（８月～９月）または春期休暇中（２月～３月）の約４週間
マレーシア（クアラルンプール）、ベルジャヤ大学関連企業
前半２週間に英語研修、後半２週間に企業インターンシップ（不動産、金融、
飲食、ホテル等）。日本にて出発前に現地とのオンライン面接（英語）あり。 
398,000円（朝食、昼食、夕食は含まず）（令和元年度実績）

b. ハワイ海外ロケ
インターンシップ
プログラム

▶期間
▶派遣先
▶概要
▶参加費

夏期休暇中（８月～９月）の中で15日間
フジテレビ内会議室、ハワイ（ホノルル）、フジテレビ湾岸スタジオ
事前学習３日間、現地ロケ８日間、事後学習/番組収録４日間
449,000円（朝食、昼食、夕食は含まず）（令和元年度実績）

海外インターンシップはこんな人にオススメ
・就職活動に向けて、他の学生と自分を差別化したい！自己PRに書けるトピックがほしい！
・巨大アジア・新興国市場は発展がめざましいため、その現場を自分の目で見に行きたい！
・就職は国内でしたいけれど、グローバルな視点をもつために海外経験を積みたい！A

アメリカ初等教育・幼児教育ボランティアTA研修B

▶ 内容 米国の小学校等を自分の目で視察し、ティーチングアシスタントとして職場体験す
ることで、米国の教育事情について理解を深める

▶参加対象 全学部学科の学生

▶実施時期・期間 春期休暇中に３週間

▶募集 事前説明会９月／申込受付10月を予定

▶企画運営 本学と委託契約を結んだ外部業者が企画運営、令和元年度は、一般社団法人
CIEE国際教育交換協議会の企画運営により実施

概要

a. 「教師アシスタント」 
プログラム

▶派遣先
▶概要

▶参加費

米国ユタ州の公立小学校
通常授業にアシスタントとして参加
現地での使用言語　英語　
事前に英語でのインタビューテストを電話で受ける必要あり

約45万円（令和元年度実績）

b. 「チャイルドケア」 
プログラム

▶派遣先
▶概要

▶参加費

米国カリフォルニア州サンフランシスコの幼稚園
バイリンガル幼稚園等でボランティア
現地での使用言語　日本語・英語
約40万円（令和元年度実績）

c. 「日本語教師アシスタント」 
プログラム

▶派遣先
▶概要

▶参加費

米国カリフォルニア州サンフランシスコの小学校
日本語の授業（日本人の先生のクラス）にアシスタントとして参加
現地での使用言語　日本語・英語
約46万円（令和元年度実績）

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

大学行事

夏期／春期
海外インターン

シップ

試験試験

夏期説明会・
申込

春期説明会・
申込参加 参加

冬休み 春休み夏休み

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

大学行事

アメリカ初等教育
幼児教育
ボランティア
TA研修

試験試験

前年度
報告会 説明会・申込Web登録・電話面接

オリエン
テーション 参加

冬休み 春休み夏休み

※プログラム内容変更の可能性あり

※プログラム内容変更の可能性あり
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日本語教育実習スタディツアー 国際機関インターンシップ（国内）C D

▶ 内容 台湾の協定校、南台科技大学の日本語サマーキャンプに日本語教師実習生として
参加

▶参加資格

次のいずれかを満たすことが条件 （選考あり）
・大学院文学研究科に所属し、高度国語・日本語教育または日本語学を専攻する学生
・日本文学科で日本語学を専攻する学生
・学部に所属し、副専攻「日本語教育（日本語教員養成課程）」を選択している学生
・大学院または学部に所属し、日本語教育に興味を持つ学生のうち、日本語教育を
 専門とする本学専任教員の推薦がある学生

▶実施時期・期間 夏期休暇中の約２週間

▶募集 説明会・申込時期４月～５月中旬

▶参加費（目安） 約12万円（実習費、宿泊費、航空券、海外旅行保険 等）
食費・現地での交通費は含まない

概要

▶ 内容 みなとみらいにある公益財団法人 横浜市国際交流協会（YOKE）を含む「横浜国
際協力センター」内の国際機関等（８機関）にて、夏期休暇または春期休暇中に、
100時間のインターンシップを行うプログラム。

▶ 実施時期・期間 （夏期）８月第１週～９月20日頃の期間内で100時間
（春期）２月第１週～３月20日頃の期間内で100時間

▶募集、申込み （夏期） ５月　説明会・募集締切、その後書類選考・面接選考
（春期）10月　説明会・募集締切、その後書類選考・面接選考

▶参加費 交通費、インターンシップ保険加入費用（210円）

▶企画運営 本プログラムはYOKEと横浜市内にキャンパスを持つ６大学（横浜市立大学、横浜
国立大学、明治学院大学、フェリス女学院大学、神奈川大学、本学）との協働で実施。
派遣先・参加対象は、募集年度によって異なる。令和元年度は以下３つの機関に
派遣。

概要

a. 公益財団法人
横浜市国際交流
協会（YOKE）

▶主な参加対象
▶内容

人間開発学部の学生

『外国につながる子どもたちの学習支援教室』での学習サポート体験、
『在住外国人を対象とした日本語教室』の見学、『よこはま国際フォー
ラム』での運営補助等。
写真は、「みなみ市民活動・多文化共生ラウンジ」での活動の様子。

b. シティネット横浜
プロジェクトオフィス

▶主な参加対象
▶内容

TOEIC750点程度または英語の環境に抵抗のない國學院大學の学生

「Japan Forum」等のイベント実施に伴うセミナー準備と運営補助、
実施後の報告書作成等、シティネット横浜通信（日本語版広報紙）
や広報資料の編集・翻訳、その他オフィス運営に必要な業務。

c. アジア・カナダ大学連合
日本研究センター
（IUC）

▶主な参加対象
▶内容

全学部学生

IUCは、主に北米の大学生・大学院生を対象に、上・中級日本語の集中
プログラムを実施する機関。
本インターンシップでは、IUCの留学生の受入れに関わる業務全般、入
学式やオリエンテーションの資料作成、新入生のデータベース作成等
の業務を行う。

「横浜市消防局 横浜ヘリポート」訪問の様子「みなみ市民活動・多文化共生ラウンジ」での活動の様子

プログラムの選び方・参加にあたってのアドバイス
海外インターンシップや海外ボランティアのプログラムには、英語などの外国語運用能

力を必要とする活動と、必要としない活動があります。
　「これまで勉強してきた語学を使って何かしてみたい」、「外国語で仕事をしてみたい」と
考えている場合は、語学力が高ければ高いほど選択肢が増え、希望の活動をすることが
できる可能性が高くなります。また、実習先によっては、参加目的や実習先で挑戦したい
ことをはっきり伝えることで、柔軟に対応してくれることも。外国語でのコミュニケーショ
ン力と、自分から進んで取り組み交渉する積極性が重要です。

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

大学行事

日本語教育実習
スタディツアー

試験試験

説明会・申込・
選考

留学前
オリエンテーション・
事前指導会

参加

冬休み 春休み夏休み
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『
１
年
間
の
休
学
で
得
た
密
度
の
濃
い
時
間
が

自
分
の
新
た
な
可
能
性
を
広
げ

人
と
し
て
一
回
り
大
き
く
成
長
さ
せ
て
く
れ
た
。』

3年次終了後から約１年間、米国・カリフォ
ルニアの大学に留学しました。長期留学を決
意した理由は、英語力の向上もありますが、腰
を据えて海外で生活し、世界の多様な動きや
価値観をリアルに知ることで、自分の新たな可
能性を発掘したいと思ったからです。
留学中は、英語力をブラッシュアップする語
学講座をはじめ、マーケティングやエクセル分
析などの授業を英語で受講しましたが、最も印
象に残っているのが、夏休み中の集中講座「サ
マーコース」です。このコースでは4ヶ月の授業
内容を2ヶ月で学ぶため、とにかくハードで
寝ている暇もありません。毎日の課題やテスト
は当たり前、留学生は自分一人という状況の中、
現地のクラスメイトと助け合いながら、グループ
ワークやプレゼンなどを無我夢中でこなす日々
……。コースが終了した瞬間、「人生でここま
で勉強したことはない！」と思うほどの達成感
があり、クラスの仲間や教授との絆も一段と深
まりました。
また、大学のボランティアで他国の留学生を

アテンドしたり、日本語学部の助手を務めたり、
今できることは何でも体験しようとチャレンジ。
こうして１年の間に、日本での学生生活では想
像もできなかった密度の濃い時間が過ごせ、自
分自身も人として一回り大きく成長したと実感
しています。
当初、１年休学することには不安もありまし

たが、それ以上の成果は十分得られましたし、
5年次にじっくりと就職活動ができたおかげで、
希望する外資系 IT企業の内定も決まりました。
社会人になっても、留学で鍛えたチャレンジ精
神を強みに、自分の可能性をさらに広げていき
たいです。

「海外の語学学校、専門学校に１年間通う」など本学の制度に当てはまらない留学を目指す場合、休学制度の利用
が可能。それぞれ、担当部署の窓口で最新書類を受け取ること。

・大学院生：大学院事務課
・学 部 生：休学について……教務課・たまプラーザ事務課
　　　　　 休学（海外留学）による授業料等減免について…… 学生生活課・たまプラーザ事務課

●参考 《授業料等減免について》
　　　　　 休学して留学する予定の学部生は、事前に学生生活課・たまプラーザ事務課で必ず最新の授業料等減免に

関する説明を受けること。

Ⅴ．休学による海外留学

１. 対象となる留学の条件 ①休学者個人の私費による、「語学研修等」を目的とする留学であること。
②休学期間が１年の場合、留学する在外研修機関の在学期間は、
 ・当該年度４月１日から翌年３月31日までの間に28週以上
③休学期間が半期の場合、留学する在外研修機関の在学期間は、
 ・前期４月１日から９月30日　→　14週以上
 ・後期10月１日から３月31日　→　14週以上
④休学期間が当該年度後期10月１日から３月31日（半期）および次の年度
　前期４月１日から９月30日（半期）の計１年の場合、留学する在外研修機関の
　在学期間は、１年の在学期間と見なし、28週以上の在学期間を条件とする。
   ただし、減免額は半期、半期の扱いとする。
⑤受入先研修機関及び教育内容（語学研修等）を証明できること。
⑥受入先研修機関から在学期間、語学研修等を受けたことの証明書が取得でき
   ること。
※ 留学以外の各種活動（ボランティア・インターンシップ等）は減免の対象とならない。
自分が計画する留学が減免の対象となるかどうかは留学前に学生生活課・たま
プラーザ事務課で確認すること。

2. 休学手続 ①『休学願』を教務課・たまプラーザ事務課へ提出。
②休学手続日から30日以内に『休学（海外留学）による授業料等減免願』、『留学計
　画書』、『誓約書』を学生生活課・たまプラーザ事務課へ提出。
 ・上記書類は留学前（渡航前）に必ず提出する。
 ・事後の申請は一切認められないため注意。
 ・上記書類の書式は、学生生活課・たまプラーザ事務課で受取り可。

3. 減免額 ①休学期間が１年の場合:
　年間授業料及び維持運営費の全額、並びに施設設備費の２分の１
②休学期間が前期または後期の場合:
　年間授業料の２分の１、維持運営費の全額及び施設設備費の４分の１
　学生生活課に申請された「授業料等減免願」に基づき、減免後の金額を明記
　した振込用紙が保証人宛に送付される予定。

4. その他 　休学期間終了後（復学後）の手続き等については、学生生活課・たまプラーザ
　事務課の指示に従うこと。

（前年度の参考情報）

休学による海外留学

日本オラクル株式会社 内定

経済ネットワーキング学科4年生（取材当時）  吉村加菜実



Ⅵ．留学のための情報収集

国際交流ガイドブック●  3736  ●国際交流ガイドブック

Ⅵ．留学のための情報収集
３．留学情報

１）留学情報を提供している主な機関のリスト

2）留学サービス審査機構（J-CROSS）

本学では民間の留学エージェントの紹介はしないため、休学を利用して留学を行う場合には、公的機関等の情報を積
極的に利用して各種手続きを行うこと。

J-CROSSは、事業者が認証基準に適合することを審査し、基準を満たした事業者のみをウェブサイトに掲載しているため、
民間の留学エージェントを選ぶ際の基準となる。

http://www.jcross.or.jp/list/

1. GO GLOBAL WEEKを活用しよう！！

米国
https://americancenterjapan.com/study/
英国
https://www.britishcouncil.jp/studyuk
カナダ
https://www.canadainternational.gc.ca/
japan-japon/
ニュージーランド
https://www.studyinnewzealand.govt.nz/
jp/
オーストラリア
https://afuee.jp/

フランス
https://www.japon.campusfrance.org/ja
イタリア
https://studyinitaly.jp/
台湾
http://tecj.tku.edu.tw/jp/
韓国
http://studyinkorea.go.kr/ja/main.do
留学全般　日本学生支援機構（JASSO）
http://ryugaku.jasso.go.jp/
日本ワーキングホリデー協会
https://www.jawhm.or.jp/

GO GLOBAL WEEKってなに？
　国際交流課では、毎年4月と10月に１週間の「GO 
GLOBAL WEEK」を開催します。「留学にいま一歩踏み
切れない」「グローバル人材になる必要性を感じない」 
いつだってできない理由を探していませんか？ 
「できる」方法を一緒に見つける1週間にしましょう！ 

日 程:2020年4月6日（月）～10日（金）
時 間:10:00AM -16:30PM
場 所 :6号館１階
※10月の開催予定は、9月にホームページで発表

【内容（予定）】
個別留学相談
国際交流課員がみなさんの「心配」を解決！！
留学相談予約フォーム··········································
学外の留学・インターンシップを紹介
休学留学の選択肢を増やそう！！
学外の会社が来て、みなさんの疑問を解決！！（事前予約不要）

・海外語学留学（短期・長期・様々な国や地域への留学）
・語学＋海外インターンシップ等

2．海外安全対策
昨今の海外情勢を受け、「自分の身は自分で守る」意識を大前提とし、海外へ渡航・滞在する場合には渡航先の情
報を事前にしっかり調べ「安全確保」を最優先に考えること。

Q. クレジットカード付帯の海外旅行保険ではダメですか？
A. 不十分な場合がほとんどです。
・補償額が低めに設定されているため、いざというときに治療費が足りない。
・殆どの場合、出発日から90日以内という期限が設けられており長期留学には利用できない。
・利用付帯（カードを利用した場合だけ補償対象となる）や、自動付帯（所持しているだけで補償対象となる）など、条件 
 がカードにより異なる。

１）渡航先の安全情報を確認する
テロ等が発生もしくは今後その危険性の高い地域では、国外等
の安全な地域へ退避するよう勧告がなされている。こうした地域
への渡航を予定している場合には、渡航先や渡航時期の変更を
検討すること

   《渡航する前に必ずすること》

① 外務省海外安全ホームページの「海外安全情報」を確認
②「たびレジ」に登録
③ 3ヶ月以上滞在の場合には「在留届」を提出
　 https://www.anzen.mofa.go.jp/

2）海外旅行保険に加入する
海外での病気・怪我・置き引きや盗難、大学やホームステイ先での
備品の破損等、渡航中の様々なトラブルに備えるため、必ず海外
旅行保険に加入すること
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Ⅶ．学内で受けられる語学検定試験（参考）

TOEIC® IP（Listening & Reading）テスト1

TOEFL ITPテスト【問い合わせ先】
英語教育センター（渋谷キャンパス百周年記念館１階）　
月～金：10:00～18:00  ※昼休み（12:50～13:50）を除く

このテストは、英語教育センターが団体受験特別制度（IP :Institutional Program）として実
施するもので、スコアの有効性はTOEIC主催団体により同一とされているが、一部の企業、
公務員採用試験、大学院入試等によっては公開テスト結果の提出を求められる場合もあるため、
スコアの提出先がどちらを求めているか事前に確認すること。
なお、本学セメスター留学には、このテストのスコアが利用可能。

TOEFLには、主にTOEFL iBTテストと TOEFL ITPテストがある。TOEFL iBTテストは、米国
などの大学、大学院の受験資格に使われる公式テストで、TOEFLテストセンター（学外）のみ
で受験が可能、標準の受験料はUS$235と高価で、Reading、Listeningに加え、Writing、
Speakingの計４技能で総合的に英語力を測定される。
本学で実施するTOEFL ITPテストは、公式な簡易版TOEFLテストで、Reading、Listening
の２技能のみで英語力を測定し、本学での受験料は3,800円。本学の交換留学（協定留学）、セ
メスター留学参加のためのスコアとして利用可能。

回 試験日 対象

１ 令和２年５月16日（土） 全学部生、大学院生

2 令和２年６月13日（土） 全学部生、大学院生

3 令和２年７月11日（土） 全学部生、大学院生

4 令和２年10月10日（土） 全学部生、大学院生

5 令和２年12月12日（土） 全学部生、大学院生

6 令和３年２月12日（金） 全学部生、大学院生

7 令和３年３月12日（金） 学部２～４年生、大学院生

回 試験日 対象

１ 令和2年６月27日（土） 全学部生、大学院生

2 令和2年11月28日（土） 全学部生、大学院生

（試験日は令和２年２月時点の情報、今後変更する可能性あり）

（試験日は令和2年2月時点の情報、今後変更する可能性あり）

試験会場は渋谷キャンパス。教室は、試験１週間前を目処にお知らせ予定
各回とも試験の１～２ヶ月前頃より申し込みを開始し、２週間前頃に締切る予定
・各回とも14:30集合17:15解散（試験時間は２時間）の予定
・受験料は3,700円
・申し込み期間中に自動証紙発行機で証紙を購入、英語教育センター（渋谷）またはたまプラーザ事務課（たまプラーザ）
  に提出。証紙の購入だけでは申込完了とならないため注意
・スコアは、試験実施10日後頃に本人宛てに郵送予定
・実施内容は変更する場合があるため、ホームページを確認すること
・対象は、國學院大學の全学部学科の学部生、大学院生、専攻科生、別科生
・単位認定（学部生）　※詳しくは、履修要項【検定・資格試験による単位認定】のページを確認
  [平成29年度入学者～ ]
 TOEICスコア730点以上の場合「英語検定試験（上級）」として２単位が認定

試験会場は渋谷キャンパス。教室は、試験１週間前を目処にお知らせ予定
各回とも試験の１～２ヶ月前頃より申し込みを開始し、２週間前頃に締切る予定
・各回とも14:30集合17:15解散（試験時間は115分）の予定
・受験料は3,800円
・ 申し込み期間中に自動証紙発行機で証紙を購入、英語教育センター（渋谷）に提出。証紙の購入だけでは申込完了と 
ならないため注意
・スコアは、試験実施18日後以降に英語教育センターまで取りに行く
・実施内容は変更する場合があるため、ホームページを確認すること
・対象は、國學院大學の全学部学科の学部生、大学院生、専攻科生、別科生
・単位認定（学部生） ※詳しくは、履修要項【検定・資格試験による単位認定】のページを確認
  [平成25年度入学者～]
 TOEFL ITPスコア463～522点の場合「英語検定試験（中級）」として２単位が認定
 TOEFL ITPスコア523点以上の場合「英語検定試験（上級）」として２単位が認定

2
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Ⅷ．就職活動と留学（参考） INTERVIEW

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

1年生

2年生

3年生

4年生

上記は、文部科学省による「2020年度（2021年3月）卒業・修了予定者の就職・採用活動に関する日
程などについて」を基にした就職活動スケジュールです。卒業年度や、希望する企業・業界によって
採用活動時期は異なりますので、必ずご自身で事前に調べておきましょう。

セメスター留学
（１学期間）
協定留学
（2学期間）

①大学生活の計画＆留学の目標を決める。
②語学検定試験を受験し、現在の自身のスコアを把握したうえで、学習計画を立て、語学学習を開始する。
③授業に出席し、できる限り多くの単位を取得しておく。
④留学計画を立て、必要に応じ国際交流課の留学相談を予約する。

就職活動
・説明会、エントリー
・適性検査／テスト

・企業によっては選考＆内々定も

選考～内々定
・面接

国内企業　
夏インターンシップ

選考

国内企業　
夏インターンシップ

実施

国内企業　
冬インターンシップ

選考

国内企業　
冬インターンシップ

実施

就職活動　
・説明会・エントリー

・企業によっては選考も

内定式 卒業
就活用のTOEIC
スコアは2月末まで
に取得！！

就職活動と海外留学

初等教育学科 卒業生／千葉県立高等学校（英語）勤務  門田英駿

海外留学が新たな道を目指す大きな力となり
英語が大の苦手だった自分が英語教師に！

大学生活の中で一度は長期的な留学を経験したいと思
い、１年次に大学の留学説明会に参加。国際交流課の方
に相談したところ、教育学専攻の自分は3・4年次に教育
実習があるため、数ヶ月間の留学に参加する機会は、2年
次のセメスター留学しかないことを知りました。
そこで、苦手な英語の勉強をあわてて始め、留学資格と
なるTOEICの点数をどうにかクリア。2年次後期から１学
期間、米国のミズーリ大学に留学しました。当初は英語で
の授業についていけず、かなり落ち込みましたが、韓国人
のルームメイトに助けてもらいながら要領をつかみ、5ヶ
月間の留学生活を送る中で、苦手意識のあった英会話へ
の抵抗感もほとんどなくなりました。
自分でも驚いたのは、留学後に受けたTOEICの点数が、
留学前より大幅に伸びていたことです。これを機に「英語

が苦手でもここまで伸びるんだ！」と自信がつき、当初は
考えてもいなかった英語教師を目指そうと決意。3年次か
ら英語教師になるための勉強を本格的に始め、教育実習を
通して高校で英語を教えたいという方向性も定まりました。
さらに、英語教師になる前に語学力をもっと磨きたい、
教育についてもっと学びたいという思いが強まり、次なる
進路を大学院留学に設定。大学卒業後、ALLEX奨学金
プログラムを通して、米国のヴァンダービルト大学で日本語
教師を務めながら、大学院の特別聴講生として１年間、
教育学をじっくり学びました。
こうして、現在は千葉県の県立高校で英語教師を務めて
いますが、英語が大の苦手だった自分の経歴や留学体験
を話すと、英語が不得意な生徒たちも大いに励まされる
ようです（笑）。

就職・採用活動の動き出しは年々早くなっており、３年次留学を検討している場合、就職活動と留学の
タイミングができる限り干渉しないよう、より綿密な留学計画を立てる必要がある。休学による卒業
延期のアドバンテージとリスクを知るためにも、大学生活後半に留学を考えている学生は早めに留学
相談の予約を取るとよい。

「トビタテ！留学JAPAN」PR事務局が2018年５月に行った調査によると、
大学生の就職率が過去最高の「全就職」時代となる一方、優秀な人材の争奪戦が

激化しており、企業採用担当の約６割が、留学経験者を積極的に採用したいと考えてい
ます。企業は語学力だけでなく、チャレンジ精神を期待しているため、留学に対して具体的な
目的を持ち、「挑戦」した学生は、就職活動において有利になるでしょう。一方で、留学中に
自分なりの挑戦をせず、学びや成果を出せないまま帰国してしまうと、チャンスを活かせ
ていないと評価され、マイナスになることも。留学前に留学の目的／目標を明確
にし、留学中もそれを忘れないで行動することが重要です！
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Ⅹ．グローバル・チャレンジ・プログラムⅨ．キャンパス内での国際交流
１．K-STEPアシスタントに登録

2．国際交流イベントに参加

３．主な国際交流イベント

グローバル人材基礎力を身につけるために、在学中の正課授業、課外
活動への方向性を示したプログラム。

１. 概要 グローバル・チャレンジ・プログラムは、日本文化を世界に発信できる知識と技能
を身につけた、國學院大學にふさわしいグローバル人材を育成するためのプロ
グラム。日本文化に関する基礎科目で単位を取得のうえ、４つの領域で指定され
たグローバル・チャレンジ・ポイントを獲得し、あわせて８ポイント以上を獲得し
た学生には、「グローバル・チャレンジ・プログラム」のプログラム修了書が交付さ
れる。

2. プログラム修了要件 １）日本文化に関する基礎項目で単位を取得
　「日本文化を知る」「Japan Studies」から６単位以上修得。
　（ただし「Japan Studies」は２単位必修）
　※（　）内のテーマが異なれば同一の授業科目名でも複数科目としてカウント可。

2）グローバル・チャレンジ・ポイントを取得する
　・ ①外国語力②海外留学の各領域でそれぞれ、２ポイント以上取得。
　・ 全体で８ポイント以上を取得。

3. 申請方法 国際交流課で申請書を入手・記入（所要時間約５分）・提出。
・学年問わず
・２年生以上も随時申請が可能

グローバルに活躍できる人材

グローバル・チャレンジ・プログラム

グローバル人材基礎力

専門領域の
グローバルな視点での

知識・見識

実社会・国際舞台での
経験

日本の社会・文化に対する理解 語学力・コミュニケーション力

多文化理解と主体的アイデンティティ 社会人基礎力

日本文化理解 外国語力 留学 海外経験・国際交流活動

概要 : アシスタントの使命：國學院大學に世界中から集まる留学生と一緒に、

１） 国際交流推進に貢献する
２） 共に日本文化について学ぶ
３） 時に留学生の日本での生活をサポートする

応募資格 : 國學院大學の学生であること

主な活動内容 : ・K-STEP交換留学生をはじめとする留学生とさまざまなイベントに参加
・留学生の日本語練習パートナー
・その他、留学生への各種サポート

留学生の出身地域例 : ・米国・英国・カナダ・スペイン・イタリア・マレーシア・ベトナム・中国・韓国・台湾

登録方法： K-STEPアシスタント登録フォームより登録

https://www.kokugakuin.ac.jp/student/abroadstudy/p4/p1

イベント情報： K-STEPアシスタントに登録した学生にのみお知らせメールを配信

配信時期： イベント実施日の約１ヶ月前

参加方法： 配信されたメールに書かれている登録方法で登録、当日イベントに参加

国際交流歓迎会 （４月・９月） Coffee Hour （学期中毎週１回） 日本文化体験 （学期中毎月１回）
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GCPセルフ・チェックシート

Global Challenge Program Global Challenge Program

■ 日本文化に関する基礎科目で単位を取得

■ グローバル・チャレンジ・ポイントを８ポイント以上取得

授業項目 開講学年 修得単位の必須要件 プログラム修了要件

日本文化を知る １年生以上 ---
□６単位以上

Japan Studies 2年生以上 □２単位以上

ポイント区分 修得ポイントの必須要件 プログラム修了要件

外国語力 □２ポイント以上
□必須要件の４ポイントを含め合計８ポイント以上を
　獲得

□海外留学、海外渡航経験、国内での国際交流活動
　については、所定の書式による活動報告書を提出

海外留学 □２ポイント以上

海外渡航経験 ---

国内での国際交流活動 ---

□ 「日本文化を知る」は（　　）内のテーマが異なれば同一の授業科目名でも複数科目と認められる。

・対象となるのは在学時に受験した外国語検定試験、経験した留学や海外渡航、国際交流活動に限る。
・外国語力の獲得ポイントは、一言語につき４ポイントが上限。
・海外留学/海外渡航/国内での国際交流活動によるポイント取得には、所定の書式による報告書の提出が必要。
 書式・記入サンプル→https://www.kokugakuin.ac.jp/student/abroadstudy/p1/p8
・同一大学への同一留学プログラムに複数回参加した場合は、ポイントが取得できるのは１回のみとする。
・海外渡航によるポイント取得は、１回の渡航、活動参加で１ポイントを目安とするが、「グローバル人材のため
 の基礎力養成」の観点で国際交流推進部が活動報告書を審査の上決定する。
・国内での国際交流活動によるポイント取得は、「グローバル人材のための基礎力養成」の観点で国際交流推進
 部が活動報告書を審査の上決定する。

登録中のみなさん用

外国語力

海外留学

海外渡航経験・国内での国際交流活動

□　所定の書式による活動報告書を提出

□　所定の書式による活動報告書を提出

ポイント区分 検定試験 ４ポイント ２ポイント 現在の
ポイント

外国語力

英語

TOEIC 730点以上

TOEFL （iBT） 70点以上 50点以上

TOEFL （ITP） 523点以上 463点以上

英検 準１級以上

中国語

中検 ２級以上 ３級

HSK6級 180点以上

HSK5級 195点以上 180～194点

HSK4級 合格

TOCFL（聴力・閲読） 高階級 進階級

ドイツ語 ドイツ語検定 ２級以上 ３級

フランス語 フランス語検定 ２級以上 ３級

合計（２ポイント以上必須）

ポイント区分 留学の種類 ４ポイント ２ポイント １ポイント 現在の
ポイント

海外留学

協定留学 ２学期間 １学期間

セメスター留学 １学期間

夏期・春期短期留学 ４週間

私費・休学留学 ２学期間 １学期間 ４週間

合計（2ポイント以上必須）

ポイント区分 ポイント 内容 現在の
ポイント

海外渡航 １ポイント

海外ボランティア/
インターシップの参加、海外
での国際交流活動、観光、

その他

国内での国際交流活動 １ポイント以上
K-STEPアシスタントにおける
活動、日本文化の発信、

その他

■ 修了

□ 「修了」のゴールが見えてきたら、まず国際交流課へ



報告書サンプル報告書サンプル

GCP海外留学報告書

　標記について、下記のとおり報告します。

年

元 年 8 月 ～ 元 年 9 月

○基本情報

氏　名 國學太郎 所　属 経済 学部 経営

令和元年9月5日

○報告内容

学科 2

学籍番号 18XXXX 留学期間 令和 令和

留学先
国・地域

アイルランド 留学先（学校） Dublin City University Language Services

グローバル・チャレンジ・プログラム　海外留学報告書

記

１．留学前準備について（留学に参加した理由、留学の目的・目標　等）　　※300字以上

　　私は、中学、高校、大学と英語を学んできましたが、「今まで英語を使わなければならない」状況には身をおいたことは
ありませんでした。そこで、まずはCommunication体験を積むことができる機会を求めて短期留学への参加を決めまし
た。

アイルランドについては、歴史で学んだジャガイモ飢饉以外には知識がありませんでした。だからこそ、先入観なく言葉
を学び、文化に触れることができると思いダブリンでのプログラムを選んだのです。
　私は更に長い留学に挑戦すべきかを悩んでいました。留学が、自分にとって、大学生活で使うことができる時間とお金
を投資する対象となれるかどうかが自分でもわかりませんでした。これからの、大学生活、人生の進み方をきめるために
も短期留学参加が必要でした。

２．留学中に心がけたこと、努力したこと（授業、日常生活、留学中の活動　等）　　※300字以上

　「興味があるよ」「好きだよ」という態度をいつも見せていくというのが私が心がけたことです。
　留学中はSmithさんの家にホームステイしました。ホームステイさえすれば、テレビで見たことあるような「コミュニケー
ションにあふれる」留学生活ができると思ったのですが、そのようなことはありませんでした。ホストファーザーもホストマ
ザーも親切で、私が必要とすることを先回りして準備してくれたのですが、お二人とも職業を持っており団欒の時間は限ら
れていました。そこで、そこで、私もホストマザーも帰宅が比較的早かった日は、私はできるだけ、キッチンの近くで過ごす
ようにして、時には食事の準備を手伝いながら、家族のこと、仕事のこと、学校のことを話すようにしました。また、できる
だけダブリンやアイルランドのことを好きになるようにして、たくさん質問するようにしました。4週間後にはすっかり打ち解
けることができ、日本の母にも話したことがないようなことも、相談することもありました。

３．留学の成果について（留学の目的・目標の達成具合、新たに発見したこと、感じたこと　等）　　※300字以上

　私の留学の成果で最も大きかったことは、自分のアイデンティティを意識できるようになったことかもしれません。
　私は、國學家で暮らし、千葉県に住み、國學院大學で学んでいます。また、生まれてからこれまで、旅行を除けば日本
から出たことはありませんでした。この環境が当たり前のことに思えていましたが、自分が所属している数々のグループ
が自分のアイデンティティだと感じることができたのです。
　この留学に参加する前は「アイデンティティ」という言葉を理解できていなかったかもしれません。教室の中でスペインや
中国からの留学生と話をすることで、自分の考え方を意識するようになったし、Smith家で暮らしたことで國學家を客観的
に捉えられるようになったと思います。今回の経験を通じて、日本や自分の環境が好きになったし、自分と違うグループに
属す人たちの考え方への興味が増したと思います。

４．留学で学んだことを今後、どのように活かしたいか　　※300字以上

　留学に参加する前は、海外の人と接することがとても特別なことのように思えたが、今ではそのようなことはありませ
ん。残念ながら、まだ英語を使って自由に自分の意思を伝えられるほどのコミュニケーション力はないですが、少なくとも
気後れすることはなくなったと思います。
　今後、この留学を活かすために次のような目標を定めました。

①英語の勉強を継続して、来年の3月までにTOEIC650を達成する。
②11月までに次の留学の計画を立てて、家族を含む関係者にそれを伝える。
③Smith家の人々を含め、今回の留学で知り合った人との繋がりを今後10年間切らないように、メッセージを送り続け

る。
④渋谷駅周辺で、迷っているらいしい外国人観光客を見つけたら、とりあえず”May I help you?”と話しかける。

GCP海外留学報告書

年

元 年 8 月 ～ 元 年 9 月

氏　名 國學太郎 所　属 経済 学部 経営 学科 2

学籍番号 18XXXX 留学期間 令和 令和

留学先
国・地域

アイルランド 留学先（学校） Dublin City University Language Services

　写真の説明①：DCUのキャンパス 　写真の説明②：毎日使ったDublinのパスモ（Leap Card）

５．留学中の画像（お気に入りのスナップ）　※Excelの「挿入」メニューから「画像」をクリックし、挿入する画像を選択・挿入してください。

※ この報告書の記入内容は、Webページ、印刷物に転載され、これから留学を検討する学生の参考資料として使用する可能性があります。

　写真の説明③：Smithさんのお宅 　写真の説明④：学食での昼食。約6ユーロ。

６．外国語での記述欄（留学先国・地域の言語で、留学中の生活、成果等について、自由にご記入ください。）※英語の場合、150単語以上

     The purpose of my study-abroad in Dublin was to enhance the communication skills in English. Looking back, I think
the goal was reached to some extent, but I have learned something more important, which is the meaning of identity.
    Before joining this programme, I was not aware of the actual meaning of identity because it was just natural to me
that I am a Japanese, a member of Kokugaku family, and a Kokugakuin student. Staying away from the environment that
I am familiar with and experienced the life in Dublin, I realized how comfortable the life in Japan is. Now I can fully
appreciate the language, culture and norms around me. As well, my interest in different culture grew bigger.
    Now I have made up my mind to seek the possibility to join another study abroad programme, which is longer and
more difficult to complete Wish me luck, everyone.

７．その他（自由記述）

○学生署名欄（自筆）：

※ 報告書は、上記の1～6の内容をすべて満たせば、自由な書式で作成しても構いません。（全体で1200字以上）
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DOWNLORD

「海外留学報告書」の書式・サンプルは 大学ホームページからダウンロード
https://www.kokugakuin.ac.jp/student/abroadstudy/p1/p8



開｜室｜時｜間
授業日の 9:00-12:50 ／ 13:50-17:00

●長期休暇期間中および試験期間中は、時間変更の可能性あり
●開室時間は行事・ガイダンスにより変更の可能性あり

国｜際｜交｜流｜イ｜ベ｜ン｜ト｜へ｜の｜参｜加
国際交流イベントのスケジュールおよびK-STEPアシスタントへの登録

https://www.kokugakuin.ac.jp/student/abroadstudy/p4/p1

留｜学｜相｜談
留学相談希望者は国際交流課ホームページから申込み
https://www.kokugakuin.ac.jp/student/abroadstudy/p3

国際交流課のご案内

総合学修館（6号館／1F）
国際交流課

國學院大學国際交流課（渋谷キャンパス）
Phone 03-5778-7061   Fax 03-5778-7062

kokusai@kokugakuin.ac.jp    https://www.kokugakuin.ac.jp/student/abroadstudy


