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春期休業期間中に実施する短期協定留学プログラムの派遣先は、オークランド大学（ニュージーランド）、高麗大学（韓国）、ミュンヘン大学
（ドイツ）、アジアパシフィック大学（マレーシア）です。後期に派遣生を募集します。

説 明 会：4月15日（水） 12時20分～13時
大学3号館303室にて

募集期間：4月27日(月)～5月7日(木)
（ただし、出願者が120名に達した場合は、その日を以て募集を終了します）

短期協定留学
成蹊大学は海外の25大学と留学協定を締結しています。これらの大学で、約1ヶ月間、主に語学研修・文
化研修を行うのが「短期協定留学プログラム」です。このプログラムは基本的に夏期休業もしくは春期休業
期間中に実施されます。出願に際し、GPAや語学試験のスコアなどの基準は設定されていません（ただし、
派遣生の選考の際はGPAや語学試験のスコアも考慮されます）。

夏期休業期間中に実施する短期協定留学プログラムの派遣生を募集します。
各プログラムの説明会では詳細をご案内しますので、興味のある方はぜひご参加ください。
いずれの説明会も12時20分より、大学1号館212室にて行います。

募集期間：4月20日（月）～5月7日（木）

短期協定留学プログラム

派遣生募集
エディンバラ大学
（イギリス）

ビクトリア大学
（カナダ）

アルカラ大学アルカリングア
（スペイン）

北京大学
（中国）

プログラム内容 英語研修＋
スコティッシュ文化研修 英語研修＋カナダ文化研修 スペイン語＋

スペイン文化学習
中国語＋北京大学生との

会話練習＋市内観光

派遣人数（予定） 最大15名 最少10名 他大学からの参加学生と
あわせて15名以上 －

宿泊先 ホームステイ（１人１家庭） 留学生宿舎 ホームステイ 留学生宿舎またはホテル
（２人１部屋）

単位認定※ ２単位 ２単位 ２単位 ２単位

おすすめポイント

エ デ ィ ン バ ラ 大 学　English 
Language Teaching Centre

（ELTC）主催により運営され、
英語およびスコティッシュ
文化を中心に学習するプロ
グラムです。現地の人々と交
流を深められるようなワーク
ショップやアクティビティが
充実しています。

ビ ク ト リ ア 大 学　English 
Language Center（ELC） 主
催により運営され、英語およ
びカナダ文化を中心に学習す
るプログラムです。週末はホ
エ ー ル ウ オ ッ チ ン グ、 バ ン
クーバー旅行などのオプショ
ナルツアーに参加することが
できます。

アルカラ大学付属語学学校ア
ルカリングアで開講される「日
本人のためのスペイン語特別
課程」研修プログラム（株式会
社エイチ・アイ・エスによる
募集型企画旅行）です。市内観
光のほか、フラメンコ鑑賞や
サッカー観戦などのオプショ
ナルツアーが充実しています。

北京大学国際合作部が提供す
る語学研修プログラム（株式会
社毎日コミュニケーションに
よる受注型企画旅行）です。北
京市内観光や雑技・京劇鑑賞、
北京大学教授陣による文化講
座のほか、北京大学生との交
流や中国語会話の補習時間も
確保されています。

説明会日程 4月13日（月） 4月16日（木） 4月14日（火） 4月17日（金）

※単位認定… プログラム終了時に行われる試験等において一定以上の成績を修めた者についてのみ、各学部教授会が適当と認める授業科目および単位に読み替えて認定さ
れる。なお、事前オリエンテーションや留学期間中において、病気などのやむを得ない理由以外で欠席した者は単位認定を認めない。

特 集

定員

100名

2015年度
新入生
限　定 30

万円

参加費用約60万円のうち
大学から

を補助
自己負担は約30万円

モナシュ大学
サマースクール

（オーストラリア）

派遣生募集

短期協定留学・モナシュ大学サマースクール
参加者の声は中面で

▲

海外留学ガイド2015
国際教育センターにて配布中！



瀨川 澄佳さん（文学部）

エディンバラ大学
短期協定留学プログラム

2014年8月 参加

Q. このプログラムのいいところは？
授業は成蹊生のみのコースなので、わから
ないことがあってもみんなで協力して頑
張れます。ホームステイなので現地の生活
を直接肌で感じられるし、Mentorが2人
ついてくれていたのも心強かったです。

Q. 現地のおすすめスポットは？
エディンバラ城はイギリスの王室文化を
知ることでき、学校帰りに行くことがで
きます。8月は毎晩、ミリタリータトゥー
というイベントが行われていて、スコッ
トランドの伝統衣装キルトを着たバグパ
イプ奏者の行進やタータンチェックのス
カートを履いて伝統ダンス「ケリー」が披
露されます。世界中の文化が交わる幻想
的なステージは感動的。ミリタリータ
トゥーは日本から予約していくことをオ
ススメします。

エディンバラ城にて行われるミリタリータトゥー

エディンバラ城からの眺望

旧市街と新市街が混ざった、世界遺産に

登録されたエディンバラの美しい風景が

一望できます

協定留学なら安心して
勉強に励むことができる！

　　イケメンバグパイパーに遭遇。
街中至るところで、演奏や
パフォーマンスをする人を見かけます。

丸山 沙那子さん（文学部）

アルカラ大学
短期協定留学プログラム

2014年8月 参加

Q. スペイン語プログラムはどうでしたか？
先生も学生も一座になり、授業中もみんな
がアクティブに動き回るという日本とは
全く違うスタイル。飽きさせることなくぐ
いぐい引き込まれる内容でした。授業中は
もちろん、ホームステイ先、街中でスペイ
ン語のシャワーを浴びたことで、スペイン
語力は確実にUPしたことを実感。

Q. ホームステイの感想を教えて！
ホストマザーが「うまくスペイン語が離せ
なくても、部屋に閉じこもらず傍に来て話
す姿勢が素晴らしい」と言ってくれ、拙い
会話も根気よく理解しようとしてくれま
した。意思疎通ができるようになったとき
は本当にうれしかったです。

セゴビア カテドラル(ゴシック様式の大聖堂） 

マドリードにあるテーマパーク

ホストファミリーとのいい関係が
研修を楽しくする鍵

世界遺産都市のトレドやセゴビアには

学校から専用バスで行くことができます。

ほかにもバルセロナ観光や美術館見学、

フラメンコ鑑賞などのオプショナルツアー

が充実。たくさん思い出ができました。

山下 拓朗さん（経済学部）

ビクトリア大学
短期協定留学プログラム

2013年8月 参加

ビクトリアでのある一日（平日）
8:00

英語が通じず悔しい経験も・・・

もっともっと自分をアップデート

したいから、半年後には

オーストラリアへ１年間の長期留学。

英語力UPはもちろん
積極的な姿勢が身についた

9:00
13:00

14:00

18:00

起床・登校
キャンパス内で購入したパンを
朝食にすることも。
英語研修

ホストファミリー宅へ帰宅・夕食
韓国からの留学生も受け入れていたので、
カナダ以外の文化にも触れることができました。

19:00 課題や自由時間
23:00 就寝

※2014年度より留学生宿舎
　（3食分のミールクーポン付）
　での宿泊形態に変更になりました。

キャンパス内のカフェで成蹊生と
ランチしながら情報交換
午後は現地の大学生にシティ周辺を案内してもらったり、
市内観光に出かけたりと自由に過ごせます。

ビクトリア市内にあるヨーロピアン調建物

ノースバンクーバーにある
世界一長い吊橋「キャピラノ吊橋」

最終日のフェアウェルパーティーで

週末は成蹊生とショッピングしたり、

オプショナルのバンクーバー旅行に参加。

バンクーバー旅行は自由時間も多いので、

事前に計画を立てておくと楽しめます。

坂口　悠さん（経済学部）

北京大学
短期協定留学プログラム

2014年8月 参加

Q. プログラムの内容は？
約1ヶ月間の北京大学での中国語学習プ
ログラムと北京の名所観光や中国文化体
験。とにかく中国語の正解に浸れる。1日4
時間の授業の効果はてきめん、中国語の
会話力がアップしました。

Q. 現地のおすすめスポットは？
天安門広場や圓明園、頤和園です。大陸国
家ならではのスケールの大きさと中国の
歴史の長さを改めて感じさせます。中国
では悠久の歴史と著しい発展を同時に見
ることができます。

短期留学でも申請できる
成蹊大学外国留学奨学金が
あるのも参加の決め手

第二外国語として

2年間学習した中国語が、

現地で何処まで通じるか

実力を試してみたいから、

長期留学も視野に入れています。

大同の雲崗石窟

公共交通機関では行きにくいエリアも
オプショナルツアーで行くことができ便利です

犬井　充さん（経済学部）
モナシュ大学

サマースクール
2013年8月 参加

サマースクールでのある一日（平日）
7:30

新入生の夏休みに留学が実現。
一ヶ月で英語力UPを実感。

9:00

12:45

13:00

18:30

起床・登校

英語研修

ホストファミリー宅へ帰宅

19:00 ホストファミリーとの夕食
獣医であるホストファザーの仕事の話、
自分の一日の出来事を話しました。

20:00 夕食後は、リビングでホストファミリーと
テレビや映画を観て過ごしました。

21:00 課題や自由時間

23:00 就寝

ランチはサンドイッチや果物を
ホストマザーが持たせてくれました。

放課後は成蹊生と
ショッピングや、近場の観光スポットへ

Q. サマースクールに参加した理由を教えて！
入学当初から3年次での中期留学を視野に、短い
期間で留学をざっくりと体験したかったから。

メルボルンは都心にもビーチや

公園などの自然にも近かったので、

とても過ごしやすかったです。

週末は少し遠出してビーチに出かけたり、市内の公園でスケボーなどをしてリフレッシュ。ホストファミリー宅でパーティをしたり、ファザーと出かけることも。アクティブなファミリーだったので、ホームステイは楽しい思い出ばかりです。

成蹊生とシティに出かけました。

※「モナシュ大学サマースクール」は新入生限定のプログラムです。

福田 麻乃さん（法学部）

モナシュ大学
サマースクール
2013年8月 参加

最大のメリットは大学が
プログラム費用を補助してくれるところ

Q. サマースクールに参加した理由を教えて！
高校時代に培った英語力が本場オーストラリアで
どこまで通じるのか、試してみたかったから。

Q. このプログラムのいいところは？
ホームステイなので思う存分英語が
話せること。成蹊生と一緒に授業を受
けるので、留学が初めて、海外が初め
ての人も安心。

Q. 現地のおすすめスポットは？
セントキルダビーチ。メルボルンシ
ティーからのアクセスが良く、気軽に行
ける！日本のビーチと違い、とっても綺
麗！！真っ白な砂浜と澄んだ海水にとに
かく感動。私が行ったのは冬だったため、
泳げなかったのが残念…。

Q. 現地ではどう過ごした？
授業は午前に終わるため、午後は自由時間。放課後は現地の人に聞いたお
すすめスポットを観光したり、ホストファミリーとゆっくり過ごしたり。

メルボルンシティの裏道

セントキルダビーチの夕日は
言葉を失うほどの絶景

ホストブラザーのダニエルは

シャイでなかなか慣れてくれず

大変でした

※「モナシュ大学サマースクール」は新入生限定のプログラムです。短期協定留学・モナシュ大学サマースクール参加者の声

チョコレートチップクッキーズ

ドイツ

材料 （約30〜40枚分）
● 砂糖 �������� 280g
● 糖蜜 �������� 40g
● バター ������� 200g
● 卵 ���������� 2個
● 小麦粉 ������� 400g

● 重曹 ������� 小さじ1
● バニラシュガー ��� 小さじ1
● 塩 ������� 小さじ½
● チョコレート ���� 300g

ハイデルベルク大学からの協定留学生
Miriamさんがレシピを教えてくれました。

留学生のRecipe

前期より海外５つの協定校から７名の協定留学生を受け入れました。

2015年度前期
受入れ協定
留学生の紹介

ケビン・ホルン
Kevin Horn
［ハイデルベルク大学］

ドイツ

ダグラス・ウィリアム・ホール
Douglas William Hall
［マードック大学］

クリスタル・グレンダ・ミラー・クラフト
Krystal Glenda Miller Kraft
［グリフィス大学］

ロックレン・タイラー・クロンプトン
Lachlan Tyler Crompton
［グリフィス大学］

ジョージ・ガリック・サイトブ
George Garrick Saitov
［モナシュ大学］

ルンメイ・タン
Runmei Tang
［モナシュ大学］

オーストラリア

タンヤポーン・アピヤカンタクン
Tunyaporn Apiyakantakul
［チェンマイ大学］

タ　イ

ドイツにはこのチョコレートチップクッキーのレシピが歌詞
になっている歌があります。 この歌のおかげで材料と作り
方は覚えやすいです。 Youtubeでドイツ語と英語で聴くこ
とができます。 皆さんもぜひ聴いて、 作ってみてください!

作り方
① 器で砂糖と糖蜜とバターと卵をよく混ぜる。他の器で小麦粉

と重曹とバニラシュガーと塩を混ぜて、両方がよく混ざった
ら、一緒の器で混ぜる。

② チョコレートを小さめの一口サイズに切って、生地に入れる。
ちょっとだけ混ぜる。混ぜすぎると、生地がぺったりしてし
まうので注意しましょう。

③ 空気が入らないタッパーなどの容器に生地を入れて、24時間
程冷蔵庫で休ませる。

④ 次の日に生地を切り分けて、小さい丸にし、180℃にした
オーブンで13分ぐらい焼く。

chocolate chip cookies englishYouTube



新たにマレーシアのアジアパシフィック大学と短期留学協定を締結し、本学の留学協定校は12カ国25
大学になりました。2016年2月より本学からの派遣を開始予定です。

協定校の紹介

アジアパシフィック大学
（マレーシア・クアラルンプール）

短期
協定

【マレーシアについて】
マレーシアはマレー系（65％）、中華系（26%）、インド系（7.5%）という３つの主要民族のほか多
くの先住民族からなる多民族国家で、それぞれの民族がもつ文化、宗教、価値観を許容しあう「寛
容性」「多様性」を特徴とする国です。多くのマレーシア人が２か国語、３か国語を話し、他民族間は
共通言語の英語を使用するため、英語が実質的な共通語となっています。また、1年を通して温暖な
気候で、インフラが整備されていることから最近日本でも人気が高まっています。今後更なる経済
成長が見込まれるマレーシアは日本にとっても重要な関係国の1つであり、学生時代にその経済成長
を肌で感じることは皆さんにとって大変貴重な経験となるでしょう。

【アジアパシフィック大学について】
アジアパシフィック大学は、クアラルンプールの南部にキャンパスを持ち、10,000人の学生のうち6,000人の留学生が学ぶ国際的な大学です。
1993年にIT教育に特化した人材育成機関として設立されました。現在ではコンピューティング＆テクノロジー、エンジニアリングといった理系学
部のほか、ビジネス＆マネジメント学部や会計スクールを持つ総合大学に発展しています。
本学学生が通うイングリッシュ・ランゲージ・センターは受講する学生の英語力にあわせて７つのレベルが設定されており、プレースメントテスト
の結果に基づいてクラス分けが行われます。物価が安いため、欧米、オセアニアと比べて比較的低コストで英語留学ができるのも魅力です。2014
年度に協定を締結しました。

 http://www.apu.edu.my

Edinburgh University Monash University

Moriah Jackson さん
About Edinburgh University
Spread throughout the beautiful 
c a p i t a l  c i t y  o f  S c o t l a n d , 
Edinburgh University is a very 
historical, international university 
which is wel l known as one 
of the top universities world-
wide. Artistic and full of young 
people f rom many d i f fe rent 
backgrounds and cultures, the 
city is known as the birthplace of thinkers and inventors, novelists 
and artists - even Harry Potter. There's something every season 
to look forward to, from the Christmas Market, illuminations 
and Hogmanay celebrations in winter, to the famous Fringe arts 
festival in summer. Edinburgh Castle and the many old buildings, 
tiny sprawling 'closes' and friendly pubs blended with modern 
buildings give it a wonderful sense of timelessness; and once you 
live there once, you'll never be able to forget it.

Is there any reccomended place around the university?
Other than the normal touristy spots in Edinburgh, the best place 
to experience the university and city atmosphere is in one of the 
many small cafes that are spread around the university. They offer 
perfect study areas and really good coffee, cakes and lunches - 
so when you get sick of studying in the library, the hodgepodge of 
cafes offer a good alternative. During the summer, the Meadows, 
located just behind the university library, are one of the best 
places to enjoy a good stroll, chat or barbecue, and its where 
most students go to to relax after class. I would also recommend 
nipping into one of the local pubs with friends in the evening to 
enjoy a pint and one of the best meals the UK has to offer.

Runmei Tang さん
About Monash University
Monash University is built in 
1961 and it is one of the best 
universities in Australia. It has 
a round 11 campus a round 
the world, therefore it is very 
c o n v e n i e n t  f o r  s t u d e n t s 
who would like to f inish their 
education in foreign country and 
those who want to do summer 
course. My campus locates in Clayton, Melbourne, has a great 
number of international students. As an international student 
myself, I found it very comfortable to study in Monash. I also 
found it very flexible to chose the units. Basically, you can study 
whatever you are interested. Monash has more than 100 clubs. It 
is great! I joined the Japanese club, kendo club and outdoor club. 
I had great fun in these clubs and it is the best way to meet new 
friends. By the way, Melbourne is an absolutely wonderful city, for 
visiting, studying and living.

Is there any reccomended place around the university?
To be honest, my campus (Clayton) is quite far away from city 
centre, so it is hard to say that you can find lots of interesting 
places there. I always go to a Japanese restaurant which called 
Jojo with my friends like once a week. It is in Clayton shopping 
centre. We always go there for dinner and always order Tempura 
udon (my favorite!). Anyway, you can find anything (supermarket, 
restaurant, cafe, juice bar, ice cream...) in campus, but if you want 
to find really fun places, you better look for it in city:)

イギリス オーストラリア

協定留学生のMoriahさん、Runmeiさんが紹介してくれました。

マレーシア


