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キャンパスで国際交流
留学を実現するために

  日本語学習ボランティアを通じて留学生と交流！

淡江大学� URL   https://www.tku.edu.tw/

Tamkang University

実践大学� URL   https://www.usc.edu.tw/

Shih Chien University

　台湾の私立大学では最も歴史のある総合大学です。現在
は 8 つの学部があり、27,000 名の学生が学んでいます。国
内に 4 つのキャンパスを有していますが、留学生は台北郊
外にある淡水キャンパスで学習します。本学からの協定留
学生は、週４日（８時
間）の中国語クラスに
加え、英語または中国
語で開講される学部科
目を履修することがで
きます。

　台湾南部・高雄にあるカトリック系の大学で、台湾唯一の
外国語大学です。少人数教育を重視していて、中国語学習に
集中できる環境が整っています。また、日本語学科があるた
め、日本語を学習している現地学生との交流が盛んに行われ
ています。本学からの
協定留学生は、週 5 日

（10 時間）の中国語ク
ラスに加え、英語、中
国語、日本語で開講さ
れる学部科目を履修す
ることができます。

プログラム説明会を開催します。詳細はポータルサイト
や掲示板等で確認し、興味がある方はご参加ください。

マンチェスター大学は、イングランド北西部マンチェスター
にある国立大学で、多くの卒業生や研究者がノーベル賞を受
賞している英国屈指の名門大学として知られています。本学
からの協定留学生は、University Languages Centre(ULC)
が主催する英語研修およびイギリス文化体験アクティビティ
に参加します。ULC のウェブサイトにて詳細を確認できます。
https://www.languagecentre.manchester.ac.uk/

※ 出願にあたっては、TOEIC 400 以上もしくは IELTS 3.0 以上が必
要となります。

　台北と高雄にキャンパスがある私立総合大学です。デザイ
ン系の学部が有名で、スタイリッシュなデザインのキャンパ
スが特徴的です。本学からの協定留学生は、週 3 日（6 時間）
の中国語クラスに加え、英語で開講される国際ビジネス学部
の科目または中国語お
よび英語で開講される
デザイン学部の科目を
履修します。

留学生が履修する日本語の授業をアシストしながら、留学
生との交流や異文化理解を深めることができます。各期の
初めに募集します。

日本文化体験や留学生との
交流を目的としたバスツ
アーやイベントに参加しよ
う！昨年度のバスツアーは
山梨県を訪れ、忍者の衣装
を着て手裏剣投げなどを
楽しみました。バディ有
志が企画する七夕やハロ
ウィンなども人気のイベ
ントです。

留学生とこんな交流をしたい！この国のこの文化を体験し
たい！など、国際交流を目的としたイベントを企画してみ
ませんか？イベント開催費用の助成もありますので、ぜひ
国際課にご相談ください。

来日する留学生の空港出迎えサポート、市役所や学内での
手続きなどのサポートのほか、放課後や週末に出かけるな
ど年間を通じて楽しく交流しています。また、各種パーティ
やイベントもバディ有志が企画して開催しています。バディ
への登録は年 2回（6月、12月）受け付けています。

昼休みや空き時間に国際教育センターの教員や留学生と英語
でトークしませんか。アットホームな雰囲気で、留学を希望し
ている学生や留学生と交流したい学生が多く参加しています。

キャンパスで国際交流

新規協定校の紹介

（中面をご覧ください）

文藻外語大学�URL    https://a001.wzu.edu.tw/

Wenzao Ursuline 
University of Languages

マンチェスター大学� URL  https://www.manchester.ac.uk/

Manchester University

◆ 派遣期間
1 年または半年
文藻：2月～ 1月／ 2月～ 7月、
淡江・実践：9月～ 6月、9月～ 1月

◆ 派遣人数（予定） 各 1名

◆ 出願期間 文藻：派遣開始前年度の 6月頃
淡江・実践：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
・次のいずれかの語学要件を満たすこと
●中国語で出願する場合　※3校共通
　派遣時までに最低1年間の中国語の学
習を修了または同等レベルの中国語能力を
有していること（中国語検定・HSK 等の
検定試験を受験していることが望ましい）。
●英語で出願する場合　※淡江・実践のみ
　淡江：TOEFL�iBT�61
　実践：TOEFL�iBT�72 ／ IELTS5.5
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  バディに登録して留学生をサポートしよう！

  English Chat Timeで交流しながら英語力UP!
  自らイベントを企画しよう！

  国際交流イベントに参加しよう！

新たに台湾の 3 校と長期留学協定を締結し、本学の留学協定校は 17 か国 35 大学になりました。

新たにイギリスのマンチェスター大学と短期留学協定を締結しました。2020 年度夏期より協定留学生の派遣を開始します。

学内でできる国際交流を紹介します。ポータルサイトや掲示板等で詳細情報をご確認ください。

台湾 台湾

台湾

イギリス
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「留学したい」という気持ちはあるものの、何から手をつければよいか分からないという人も多いでしょ
う。留学を実現するためにまずは留学の目的を明確にしましょう。これは長期留学の場合のロードマッ
プです。このロードマップを参考に目的に沿った情報収集と準備を進めましょう。

なぜ留学？

どのような
留学？

留学に踏み切れない理由の一つに、留学の目的が漠然としていて明確なビジョンが描けていな
いことがあります。なぜ留学したいのか？留学をして何を得たいのか？を明確にしましょう。

目的が明確になったら、その目的に見合った留学先や留学期間、費用などのバランスを考えましょ
う。成蹊大学には協定留学、JSAFプログラム、認定留学の３つの留学制度があり、成蹊大学へ
の納付金や学内奨学金、修業年限への算入等の取り扱いが異なります。
「海外留学ガイド2020」で成蹊大学の留学制度とそれぞれの概要についても確認してください。

留学を実現するために

   キャンパスで国際交流 　   留学を実現するために2 大特集

語学研修 専門科目 異文化理解 インターンシップ 寮 or
ホームステイHow?

短期協定

中期協定

長期協定

本学の協定留学プログラムの場合

夏期もしくは春期休業期間中の
3～ 4週間／語学研修＋文化学習

5～ 6か月／
語学研修＋インターンシップ

1年 or 半年／主に専門科目

How long?
英語圏

or
非英語圏

生活に便利な
大都市

雄大な自然

多民族・多人種

日本人が多い
or

少ない

Where?

世界ビジネスの
中心

入学
留学に関するカウンセリングや
情報収集

留学出願準備

在学中に
留学したい！

出願・選考

進路選択・就職に
向けた取り組み

学内手続き（留学終了届や
単位認定など）
留学終了レポートの提出

オリエンテーションや学内手続き
渡航準備（航空券や滞在先の手配・
ビザの申請、海外旅行保険の加入など）
奨学金申請

留学生活を満喫しよう！

留学を振り返ってみよう！

留学の機会は人生で一度きりかもしれません。留学
前に思い描いたビジョンに近づけるよう、掲げた目的
を達成できるよう充実した留学生活にしましょう。健
康と安全に留意して、自分なりのストレス対策も考え
ましょう。

留学によって得たものは何だろう？「留学して終わり」
ではなく、その先にある将来を見据え、留学を一つの
経験値として次のステップに役立てましょう。留学経
験を生かしてキャリアアップしましょう。

長期協定留学の場合、留学開始
の約1年前に学内選考がありま
す。選考は書類審査や面接など
プログラムによりさまざま。不
備のないようにしっかり準備を
しましょう。

出願資格（GPA
や語学要件等）を
確認し、必要なら
ば IELTS 等 の 語
学試験を受験しま
しょう。説明会に
参加したり、過去
の派遣生の留学レ
ポートを参考に留
学先の情報を収
集しましょう。

語学力UPやアカデミックスキルなど
学習面においても準備が必要です。

帰国

卒業

Why? 語学力 UP 異文化体験や
ローカルな体験

専門分野での
ハイレベルな学習

ホームステイなど
新しい環境での

チャレンジ
海外で

働いてみたい 就活に活かしたい
将来は

グローバル人材
として活躍したい

留学
スタート

  留学開始の 1 年以上前

留学
 開

始
ま

で
の

随
時

留学を意識した
大学生活のプラン作成

留学開始の約
1 年〜

6 カ月前

海外留学ガイド
2020

Study Abroad and Change Your World !

Horatius（65-8 B.C）ローマの抒情・風刺詩人、Odes Ⅰより）

「海外留学ガイド2020」で
情報収集しよう !

成蹊大学の留学制度や手続き、  奨学金に関する情報を掲載した 
ガイドは国際教育センター国際課（1 号館 2 階）で入手できます。
前期は 4 〜 5 月頃、後期は 9 月〜 10 月頃に各種留学プログラム
や語学、国際交流に関する説明会を多数開催しています。HP や掲
示板等でスケジュールを確認してご参加ください。 
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