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成蹊大学国際交流会館
リニューアル！

過去の貸切利用例

アクセス

国際交流を目的としたイベント等で館内の共用スペースを貸切
利用できます。
◦ラウンジ（111㎡）　　◦キッチン（40㎡）　　
◦多目的室（42㎡）　　　◦和室（18 畳）

共用スペースの貸切利用
申し込みは、国際教育セ
ンター国際課（大学1号
館2階）まで。

アジアパシフィック大学での英語研修 ＋
香港でのインターンシップ
（アジアパシフィック大学・香港中期協定留学）

学生証や教職員証を建物入り口のカードリーダーにタッチして 
入館可能になりました。貸切予約が入っていない時間帯は、自
由にラウンジを利用することができます。
 利用時間

平日  9：00 ～ 17：00　　土曜日  9：00 ～ 12：00

新規協定校・新規プログラムの紹介

リニューアル ❶

リニューアル ❷

（2019年6月）
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◆派遣期間
1 年（8月下旬～ 5月上旬）

◆派遣人数（予定）
2 名

◆出願期間
派遣開始前年度の 11月頃

◆学内選考資格
・�留学開始時点で学部もしくは
大学院在籍 1年以上の者
・通算GPA2.5 以上
・いずれかの語学基準を満たすこと
　TOEFL�iBT�75 ／ IELTS�6.0

◆留学先大学における受入基準
派遣内定後、所定の時期までにいずれかの語学基準を満たすこと
TOEFL�iBT�79 ／ IELTS�6.5（各セクション 5.5 以上）

◆派遣期間
1 年（9 月～ 6 月）または
半年（9月～ 2月）

◆派遣人数（予定）
1 名（半期の場合は 2名）

◆出願期間
派遣開始前年度の 11月頃

◆学内選考資格
・留学開始時点で学部もしくは大学院在籍 1年以上の者
・通算GPA2.5 以上
・いずれかの語学基準を満たすこと
　IELTS�5.5 ／ TOEFL�iBT�72 ／ TOEFL�ITP�543

◆留学先大学における受入基準
学内選考資格の語学基準に同じ

◆派遣期間
1 年または半年（派遣時期
はプログラムによる）

◆派遣人数（予定）
若干名

◆出願期間
前期派遣の場合、前年度の
6月頃
後期派遣の場合、前年度の
11月頃

◆学内選考資格
・留学開始時点で学部もしくは大学院在籍 1年以上の者
・通算GPA2.5 以上
・いずれかの語学基準を満たすこと
　IELTS�5.0 ／ TOEFL�iBT�61

新規協定校・新規プログラムの紹介
新たに北欧（ノルウェー・アイスランド）の 2校およびイタリアの 1校と長期留学協定を締結し、本学の留学協定校は
16か国 32大学になりました。
また、2014年度より短期留学協定を締結しているアジアパシフィック大学（マレーシア）において長期協定派遣をスター
トしたほか、1996年度より長期協定留学生を派遣しているモナシュ大学はオーストラリア校に加え、マレーシア校への出
願も可能となりました。香港の企業等においてインターンシップを行う中期協定留学プログラムも新規に追加されました。

ベルゲン大学	 URL   https://www.uib.no/en

University of Bergen

ヴェネツィア大学	 URL   https://www.unive.it/pag/13526/

Ca’ Foscari University of Venice

アジアパシフィック大学　　URL   http://www.apu.edu.my

Asia Pacific University of Technology & Innovationアイスランド大学	 URL   https://english.hi.is/

University of Iceland

ノルウェー

イタリア

マレーシア

アイスランド

長期協定

長期協定

長期協定

長期協定

●学校概要・プログラム内容
　ベルゲン大学はノルウェー第 2の都市であるベ
ルゲンに位置する大学です。1946 年創立で、約
16,000 名の学生（留学生は約1,900 人）が在籍し

ています。ノルウェー
は、国民の英語力が高
いことでも知られてお
り、本学からの協定留
学生は英語で専門科目
を学びます（ノルウェー
語も履修可）。ベルゲ
ンは自然豊かなノル
ウェーの中でもフィヨ
ルドの玄関口として有
名で、学生は美しく雄
大な自然に囲まれなが
ら充実した留学生活を
送ることができます。

●学校概要・プログラム内容
　「水の都」と称されるイタリア・ヴェネト州の州都
ヴェネツィアにあるヴェネツィア大学は、1868年
に欧州で２番目のビジネススクールとして創設され
た歴史ある国立大学です。現在、８学部にイタリア
国内および世界各国からの学生約20,000名が在籍
しています。本学からの協定留学生は、英語で開講
される専門科目の他に、留学生向けのイタリア語コー
スや語学力に応じてイタリア語で開講される学部授
業を受講することも可能です。

●学校概要・プログラム内容
　アジアパシフィック大学は IT教育に特化した人材
育成機関として1993年に設立されました。本学か
らの協定留学生はAPUの強みである理系学部の授業
だけでなく、ビジネス＆マネジメントや国際関係学な
どの専門科目を英語で履修することができます。プ
ログラム開始前に1か月間の語学研修が推奨されて
いるため、英語力に不安がある学生も安心して長期
留学に挑戦できます。マレーシアは物価が安いため、
欧米やオセアニア圏への留学と比較して留学費用を
抑えることができます。1年を通じて温暖な気候でイ
ンフラも整備されていることから、最近は日本からの
留学先や移住先として人気が高まっています。

●学校概要・プログラム内容
　国立アイスランド大学は、アイスランドの首都レ
イキャビークに位置する国内最大の大学です。1911
年創立で、同国の総人口約32万人の 3%以上にあ
たる約10,000 名の学生が在籍しています。留学生
の受入れにも積極的で、留学生向けの授業の多くは
英語で開講されています。また、留学生は英語での
授業に加えて、アイスランド語やアイスランド文化
の授業を履修することもできます。アイスランドは、
火山やオーロラなど自然が豊なことで知られていま
すが、世界男女平等度ランキングで10年以上1位
にランキングされ続けていることも有名です。

◆派遣期間
1 年（8月下旬～ 5月上旬）

◆派遣人数（予定）
2 名

◆出願期間
派遣開始前年度の 11月頃

◆学内選考資格
・留学開始時点で学部もしくは大学院在籍 1年以上の者
・通算GPA2.5 以上
・いずれかの語学基準を満たすこと　
　TOEFL�iBT�72 ／ IELTS�5.5

◆留学先大学における受入基準
派遣内定後、所定の時期までにいずれかの語学基準を満たすこと
TOEFL�iBT�79 ／ IELTS�6.0
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◆派遣期間
1 年（2月～ 11月）
◆派遣人数（予定）
若干名
◆出願期間
派遣開始前年度の 6月頃
◆学内選考資格
・�留学開始時点で学部もしくは大学院
在籍 1年以上の者
・通算GPA3.0 以上
・�いずれかの語学基準を満たすこと
　IELTS�6.0 ／ TOEFL�iBT�75
◆留学先大学における受入基準
派遣内定後、所定の時期までにいずれ
かの語学基準を満たすこと
IELTS�6.5（各セクション6.0以上）／TOEFL�iBT�79（W21,�R13,�L12,�S18）

◆派遣期間
半年
（前期派遣：3月～8月、後期派遣：9月～2月）
◆派遣人数（予定）
各学期 10名以内
◆出願期間
前期派遣：前年度の 5月頃
後期派遣：前年度の 10月頃
◆学内選考資格
・�留学開始時点で学部もしくは大学院在籍 1年
以上の者
・�通算GPA2.0 以上
・�いずれかの語学基準を満たすこと
　�IELTS�5.0（各セクション 5.0 以上）／ TOEFL�iBT�68 ／
　TOEFL�ITP�520 ／ TOEIC�730（TOEIC-IP 可）

モナシュ大学マレーシア校　　URL   https://www.monash.edu.my

Monash University Malaysia

アジアパシフィック大学での英語研修 ＋
香港でのインターンシップ
（アジアパシフィック大学・香港中期協定留学）

マレーシア

マレーシア 香港

長期協定

中期協定

　これまではモナシュ大学オーストラリア校（所在
地：メルボルン）のみの派遣でしたが、マレーシア
校（所在地：クアラルンプール）への出願も可能に
なりました。

●学校概要・プログラム内容
　1998年開校のマレーシア校はクアラルンプール中
心地から車で30分程の学生街に位置し、学費や生
活費を抑えて、オーストラリアの名門モナシュ大学と
同様に質の高い教育を受けることができます。同じ
エリア内にはショッピングモール、アミューズメント
パーク、ホテル等も立ち並び、日常生活から娯楽ま
で非常に便利で快適な住環境が整備されています。

〈注意〉
　派遣期間および学内出願資格はオーストラリア校
と同様ですが、マレーシア校への留学の場合、ブリッ
ジング・プログラムに参加することはできません。

●プログラム内容
　マレーシアのアジアパシフィック大学にて約12
週間の英語研修を受講後、香港の企業等において８
～10週間、英語でインターンシップを行うプログ
ラムです。本プログラムの最大の特徴は、アジア経
済の中心である2都市での生活を経験できることで
す。香港は1997年までイギリス領だったこともあ
り、多国籍企業が多く、ビジネスにおいても英語が
一般的な共通言語となっているほか、多くの市民が
英語を話すため、日常生活においても英語でコミュ
ニケーションを取ることになります。インターンシッ
プ先では、英語力やスキル、将来のキャリアプラン
に応じて専門性の高い業務を担当するので、将来グ
ローバル社会で活躍するための高い英語力および専
門性を身につけることができます。

フランス リヨン第三大学
ドイツ ボン大学／ハイデルベルク大学
英国 エディンバラ大学
スペイン サンティアゴ・デ・コンポステラ大学
オーストラリア モナシュ大学／グリフィス大学
タイ チェンマイ大学
韓国 高麗大学
中国 広東外語外貿大学／華東政法大学／復旦大学／同済大学

新規協定校・新規プログラムの紹介
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リニューアル ❷


