
 

出願期間 ： 2020 年 11 月 2 日（月） ～ 11 月 9 日（月） 

派遣人数 ： 各大学 原則 1 名 

（※オックスフォード・ブルックス大学は 2 名、ニューファンドランド・メモリアル大学は 5 名程度） 

派遣期間 ： 

エディンバラ大学・オックスフォード ブルックス大学・カーディフ大学 ： 1 年（21 年 9 月～翌 5 月または 6 月） 

アメリカン大学  ： 1 年（21 年 8 月～翌 5 月） ・ 半期（21 年 8 月～12 月） 

ｳｪｽﾀﾝ・ﾜｼﾝﾄﾝ大学 ： 1 年（21 年 9 月～翌 6 月または 9 月） ・ 半期（21 年 9 月～翌 3 月） 

メンフィス大学  ： 1 年（21 年 8 月～翌 5 月） 

ﾆｭｰﾌｧﾝﾄﾞﾗﾝﾄﾞ･ﾒﾓﾘｱﾙ大学 ： 1 年（21 年 9 月～翌 4 月または 8 月） 

 

１．出願資格  

（１）学部学生（出発時点で学部在籍１年以上）であり、派遣期間中も本学に在籍することが確実であること。なお、

最終的に所属学部教授会所定の留学許可必要単位数の修得が必要であり、また「長期協定留学制度(JSAF を除く)」

による留学は、学部学生・大学院学生として各 1 回を上限とする。 

（２）出願時に 4 頁の一覧表に指定されたいずれかのテストにおける英語スコアを有すること。（※） 

（３）出願時に 4 頁の一覧表に指定された通算 GPA（2.5～3.0 以上）を有すること。 

（４）心身ともに健康な者。留学中、自己責任で心身の健康管理ができる者。長期の留学に際して健康面で気になる 

   ことがある場合には、事前にかかりつけの医師へ相談等を行い、留学に際して必要な準備・対策を行うこと。 

 

※新型コロナウイルスの影響により TOEFL-iBT や IELTS の試験が中止になったことに配慮し、2021 年度秋派遣長期協定留学の 

出願において、オンラインで自宅受験する TOEFL-iBT Special Home Edition または、IELTS Indicator のスコアでの出願を 

認めます。 

※IELTS Academic for UKVI のスコアが必要とされているオックスフォード・ブルックス大学およびカーディフ大学については、

IELTS Indicator または、一般の IELTS Academic で出願することを認めます。ただし、これらの協定校への派遣候補者に  

選ばれた場合には、12 月末までに IELTS Academic for UKVI を 2 回受験することを必須とします。（※スコア未取得者のみ。） 

※IELTS Academic for UKVI のスコアは、一般の IELTS Academic のスコアとしても有効です。 

 

２．学費および諸費用   

・協定校への納付金  ・・・ 4 頁の一覧表を参照のこと。 

・成蹊大学への納付金 ・・・ 留学期間中の授業料等納付金の 3 分の 2 が減額される。 

 

 渡航費、寮費、ビザ申請手続きに係る諸費用、成蹊大学が指定する海外留学保険・危機管理サービス利用料、その他    

生活費等は全額自己負担とする。 

 

３．出願受付  

（１）出願方法 ： 出願書類一式を国際課へ郵送（窓口での受付は行わないので注意すること。） 

※簡易書留、レターパックプラス、レターパックライトなどの追跡確認可能な方法で郵送すること。 

（２）期 間  ： 2020 年 11 月 2 日（月） ～ 11 月 9 日（月）（※必着） 

（３）送付先  ： 〒180-8633 東京都武蔵野市吉祥寺北町 3-3-1 成蹊大学 国際課 

 

2021 年度イギリス・アメリカ・カナダ長期協定留学募集要項 
英 ： エディンバラ大学、オックスフォード・ブルックス大学、カーディフ大学 

米 ： ウェスタン・ワシントン大学、メンフィス大学 

アメリカン大学（Washington Semester Program／English Language and Training Academy） 

加 ： ニューファンドランド・メモリアル大学 



 

 

４．出願書類  

（１）留学願書（留学願）（※所定書式 ・ A4 サイズ） 

※長期英語留学プログラム（イギリス、アメリカ、カナダ、イタリア、ノルウェー、アイスランド、マレーシア）  

の併願も可。併願する場合は、留学願は１通でよい。ただし各大学の出願基準をクリアしておくこと。 

（２）志望理由書（※所定書式 ・ A4 サイズ） 

（３）個人情報開示に関する同意書（※所定書式 ・ A4 サイズ） 

（４）TOEFL、IELTS 等の結果を証明する書類のコピー（A4 サイズ） 

※出願先の大学により指定の語学力証明書類が異なるので注意すること。 

 

※出願書類は、成蹊 PORTAL より、各自でダウンロードしてプリントアウトし、必要事項を記入すること。 

※自宅等で出願書類をプリントアウトできない場合には、国際教育センター（ siis@jim.seikei.ac.jp ）に   

メールで問い合わせること。（料金着払いでの郵送受取りについて案内します。） 

※出願にあたっては、「成蹊大学における個人情報の取扱い」による取扱いの他、留学諸手続きに必要な範囲内で  

留学先大学やその他関係機関へ提供されることに同意の上、出願すること。 

 

５．選考・派遣候補者発表   

一次選考（書類審査）  発表 ： 11 月 24 日（火） 成蹊 PORTAL にて発表 

二次選考：面接（英語） 日時 ： 11 月 28 日（土） 9:00～（予定）Zoom を使用してオンラインで実施 

派遣候補者発表     日時 ： 12 月  2 日（水） 成蹊 PORTAL にて発表 

 

６．単位認定  

協定校で履修した授業科目は、学部では 60 単位まで所属学部による審査の上、認定を受けることができる。 

 

７．成蹊大学外国留学奨学金  

派遣決定者で、TOEFL –iBT79 点以上／ITP550 点以上もしくは IELTS6.0 点以上の者は、申請することができる。 

（※申請時期は 2021 年 6 月下旬の予定） 

 

８．協定校について  

【エディンバラ大学】 

名 称 ： The University of Edinburgh    所在地 ： エディンバラ 

学生数 ： 約22,000名            派 遣 ： 1992年に派遣開始 

ホームページ ： http://www.edinburgh.ac.uk/ 

・最初のセメスターでは、主に大学１年生向けに開講されているレベルの科目を中心に履修。科目によっては    

語学スコア（IELTS）に応じて履修制限があるものもある。（医学部や獣医学部の科目は履修できない。） 

 https://www.ed.ac.uk/global/study-abroad/study-options/international-exchange 

 

【オックスフォード・ブルックス大学】 

名 称 ： Oxford Brookes University        所在地 ： オックスフォード 

学生数 ： 約18,000名                派 遣 ： 2021年に派遣開始予定 

ホームページ ：  https://www.brookes.ac.uk/ 

・2021年度秋派遣については、IELTS Indicator または、一般のIELTS Academicで出願することができる。 

・協定留学生は現地の学生と学部専門科目を中心に学ぶが、学部受入の基準に満たない学生は、留学開始学期は、  

ブリッジング・プログラム（Pre-sessional University English）にて英語のみを学ぶ。（無料） 

 

 

 



 

 

【カーディフ大学】 

名 称 ： Cardiff University            所在地 ： カーディフ 

学生数 ： 約28,000名               派 遣 ： 2021年に派遣開始予定 

ホームページ： https://www.cardiff.ac.uk/ 

・2021年度秋派遣については、IELTS Indicator または、一般のIELTS Academicで出願することができる。 

・本学からの協定留学生は、現代言語学部（Faculty of Modern Languages）が開講する授業を履修する。      

（受講できるコース：言語、文化、国際関係など。） 

 

【アメリカン大学】 

名 称 ： American University               所在地 ： ワシントンD.C. 

学生数 ： 約12,000名                        派 遣 ： 1993年に派遣開始 

WSPのホームページ ： https://www.american.edu/spexs/washingtonsemester/ 

ELTAのホームページ ： https://www.american.edu/spexs/elta-esl/ 

・本学の協定留学生はアメリカン大学The School of Professional and Extended Studies(SPExS)が実施する

Washington Semester Program（WSP）というインターンシップを中心とするプログラムに参加する。 

・WSPの基準に満たない学生は、秋学期は、English Language and Training Academy（ELTA）に参加する。 

・WSPは、内容的に3年以上の参加が推奨されるが、2年後期からでも参加は可能。ELTAについては、学年に   

関係なく参加できる。 

 

【ウェスタン・ワシントン大学】 

名 称 ： Western Washington University   所在地 ： ワシントン州ベリンガム 

学生数 ： 約 15,000 名             派 遣 ： 2013 年度に協定締結 

ホームページ ： http://www.wwu.edu/ 

・Exchange students are allowed to take any courses at WWU. However, there are some limitations to enrollment 

in the following areas: College of Business courses, Environmental Studies, Chemistry, Computer Science, Political 

Science, Biology, Physical Education, Health and Recreation, Communications, English and Education. Audition 

or portfolio is required for admission to some Music and Art classes. Teaching English to Speakers of Other 

Languages (TESOL) courses are not available. 

 

【メンフィス大学】 

名 称 ： The University of Memphis           所在地 ： テネシー州メンフィス 

学生数 ： 約 20,000 名                        派 遣 ： 2019 年から派遣開始 

ホームページ ： https://www.memphis.edu/ 

・協定留学生は現地の学生と学部専門科目を中心に学ぶ。 

・学部受入の基準に満たない学生は、留学開始学期は、同大学語学センターにてIntensive English Course 

 （無料）を受講する。その際に、いくつかの学部科目の履修も認められることがある。 

 

【ニューファンドランド・メモリアル大学】 

名 称 ： Memorial University of Newfoundland 

 所在地 ： ニューファンドランド州 ※①Grenfell キャンパス、②St. John’s キャンパスのいずれかの 

キャンパスを選択できる。 

学生数 ： 約 18,000 名                      派 遣 ： 2019 年に派遣開始 

ホームページ ： http://www.mun.ca/ 

・Students who pass the IEPB-G with a score of 65% or higher and receive a band score of 60 or higher on the final 

institutional CAEL exam, may enroll in regular credit courses in the second term. If the student was accepted as 

an IEBP-G exchange student (a tuition waiver for the credit course) in the first semester of study, he or she may 

continue as an exchange student in the second semester once these requirements are met. 



 学内出願資格 

（20 年 11 月の出願時までに取得） 

留学先大学受入に必要な語学力 

（21 年春頃迄に必要なスコア） 

通算 

GPA 

協定校への納付金 

その他注意事項 

ｴﾃﾞｨﾝﾊﾞﾗ大学 

（EU） 

IELTS (Academic) 6.0 以上 

（各セクション 5.5 以上） 

IELTS (Academic) 6.5 以上（各セクション 5.5 以上） 

21 年 3 月末までに上記の基準を満たすことができない場合は、派遣は 

認められないので注意すること。 

3.0 協定校への授業料は免除。ただし、 Faculty of Science and 

Engineering に所属する場合は Faculty of Arts の授業料との差額を 

納付しなければならない。 

ｵｯｸｽﾌｫｰﾄﾞ･ 

ﾌﾞﾙｯｸｽ大学 

（OBU） 

IELTS (Academic for UKVI) 

6.0 以上 

IELTS (Academic for UKVI) 6.0 以上 

（Reading & Writing 6.0 以上、Listening & Speaking 5.5 以上） 

2.8 協定校への授業料は免除。21 年 3 月までに派遣基準を満たすことが

できない場合は、秋学期は、ブリッジング・プログラム     

（Pre-sessional University English）にて英語のみを学ぶ。（無料） 

カーディフ大学 

（CDF） 

IELTS (Academic for UKVI) 

6.0 以上 

IELTS (Academic for UKVI) 6.5 以上（各セクション 5.5 以上） 

21 年 3 月末までに上記の基準を満たすことができない場合は、派遣は 

認められないので注意すること。 

3.0 協定校への授業料は免除。 

本学からの協定留学生は、同大学現代言語学部に所属し、授業を 

履修する。（言語、文化、国際関係等。） 

ｱﾒﾘｶﾝ大学 

（AU） 

TOEFL iBT 75/  

IELTS (Academic) 6.0 以上 

 

TOEFL-iBT 80 

(min. score of 18 on the listening and speaking sections) 

IELTS (Academic) 6.5 以上 

21 年 4 月までに WSP が定める上記基準を満たすことができない場合

は、ELTA に参加（自己負担）。 

2.5 費用は自己負担（WSP 8,500USD/学期  ELTA 8,813USD/学期） 

※20 年 9 月現在の情報のため、今後変更の可能性有り。 

留学プログラム費補助金（年額 90 万円）に申請できる。 

なお、米米以以の米で実施されるプログラムに参加する場合、別途

海外研修費（自己負担）が必要。詳細は HP を参照のこと。 

ｳｪｽﾀﾝ･ﾜｼﾝﾄﾝ大学 

（WWU） 

TOEFL iBT 75/ TOEFL-ITP 537/ 

IELTS (Academic) 6.0 以上 

TOEFL iBT 80/ TOEFL-ITP 550/  

IELTS (Academic) 6.5 以上 

2.5 協定校への授業料は免除。 

 

ﾒﾝﾌｨｽ大学 

（UM） 

TOEFL iBT 61 /  

IELTS (Academic) 5.5 以上 

TOEFL iBT 61 /  

IELTS (Academic) 6.0 以上 

2.5 協定校への授業料は免除。21 年 3 月までに派遣基準を満たすことが

できない場合は、秋学期は、ブリッジング・プログラムに参加。 

（無料） 

ﾆｭｰﾌｧﾝﾄﾞﾗﾝﾄﾞ･ 

ﾒﾓﾘｱﾙ大学 

（MUN） 

TOEFL iBT 70/  

TOEFL-ITP 530/  

IELTS (Academic) 6.0 以上 

TOEFL-iBT 79 

(Reading 20, Writing 20, Listening 17, Speaking 17) 

IELTS (Academic) 6.5 以上（各セクション 6.0 以上） 

2.5 留学期間中の授業料は免除。21 年 3 月までに派遣基準を満たすこと

ができない場合は Bridge Program（IEPB-G Level2）に参加。 

（有料）※20 年度 St. John’s Campus 約 5,000 CAD（40 万円） 

※留学プログラム費補助金（年額 35 万円）に申請できる。 

※新型コロナウイルスの影響により TOEFL-iBT や IELTS の試験が中止になったことに配慮し、2021 年度秋派遣長期協定留学の出願において、オンラインで自宅受験する TOEFL-iBT Special Home Edition  

または、IELTS Indicator のスコアでの出願を認めます。 

※IELTS Academic for UKVI のスコアが必要とされているオックスフォード・ブルックス大学およびカーディフ大学については、IELTS Indicator または、一般の IELTS Academic で出願することを認めます。 

これらの協定校への派遣候補者に選ばれた場合には、12 月末までに IELTS Academic for UKVI を 2 回受験することを必須とします。（※スコア未取得者のみ。） 

※IELTS Academic for UKVI のスコアは、一般の IELTS Academic のスコアとしても有効です。 


