
 

 

 

 

協定校認定留学先⼤学 所在国／都市 応募資格 留学期間 定員 学費・寮費など 
⻄江(ｿｶﾞﾝ)⼤学
（①韓国語／②英語）

韓国／ソウル ①TOPIK ﾚﾍﾞﾙ４程度の者 
②TOEFL 79 程度の者 

9 ⽉初旬〜12 ⽉末 
3 ⽉初旬〜6 ⽉下旬 2 名 ☆留学先⼤学の学費免除 

＜⾃⼰負担＞ 
滞在費（⼤学指定寮または個
⼈⼿配アパートなど）、 
⾷費、教科書代、渡航費など 

漢陽(ﾊﾝﾔﾝ)⼥⼦⼤学 韓国／ソウル TOPIK ﾚﾍﾞﾙ 3 程度の者 
⼜は同等の語学⼒を有する者 

9 ⽉初旬〜12 ⽉末 
3 ⽉初旬〜6 ⽉下旬 1 名 

淑明(ｽﾝﾐｮﾝ)⼥⼦⼤学 韓国／ソウル 韓国語 4 単位以上修得済みの者 
⼜は同等の語学⼒を有する者 

9 ⽉初旬〜12 ⽉末 
3 ⽉初旬〜6 ⽉下旬 2 名 

ソウル⼥⼦⼤学 韓国／ソウル 韓国語 4 単位以上修得済みの者 
⼜は同等の語学⼒を有する者 

9 ⽉初旬〜12 ⽉末 
3 ⽉初旬〜6 ⽉下旬 3 名 ☆留学先⼤学の学費免除 

☆留学先の寮費免除 
＜⾃⼰負担＞ 
⾷費、教科書代、渡航費など 上海交通⼤学（授業履修） 中国／上海 HSK5 級 

⼜は同等の語学⼒を有する者 
9 ⽉初旬〜1 ⽉中旬 
2 ⽉初旬〜6 ⽉下旬 3 名 

上海交通⼤学（国際教育学院） 中国／上海 中国語 4 単位以上修得済みの者 
⼜は同等の語学⼒を有する者 

9 ⽉初旬〜1 ⽉中旬 
2 ⽉初旬〜6 ⽉下旬 5 名 

☆留学先⼤学の学費免除 
＜⾃⼰負担＞ 
滞在費（⼤学指定寮または個
⼈⼿配アパートなど）、 
⾷費、教科書代、渡航費など 

東海(ﾄﾝﾊｲ)⼤学 台湾／台中 中国語 4 単位以上修得済みの者 
⼜は同等の語学⼒を有する者 

9 ⽉初旬〜1 ⽉初旬 
2 ⽉中旬〜6 ⽉下旬 2 名 

タマサート⼤学 (英語) タイ／バンコク TOEFL61／IELTS5.0 以上の者 8 ⽉中旬〜12 ⽉下旬 
〜5 ⽉下旬 2 名 

ワルシャワ⼤学 ポーランド 
／ワルシャワ TOEIC700 点程度の者 

10 ⽉初旬〜2 ⽉中旬 
2 ⽉中旬〜6 ⽉下旬 2 名 

秋期 15 週間 
ボストンプログラム 

アメリカ 
／昭和ボストン 

全学科対象 
*英コミ・国際・ビジネスを除く 
*TOEIC400 点程度 推奨 

9 ⽉中旬〜1 ⽉中旬 
※その後 4 週間の延⻑オプシ
ョン、さらにその後 3 週間の外
部研修オプションあり

なし 
・プログラム費⽤：約＄8,000 
・渡航費など：約 21 万円 
※本学学費も別途納⼊ 

協定校認定留学 
協定校認定留学説明会：11/14（金）、12/1（月） 
秋期 15 週間ボストンプログラム説明会：11/17（月）、12/4（木） 

※いずれもGlobal Lounge で 12:30~13:00 に実施 

国際交流センター（CIE） 大学 2号館東棟 1階 ☎ 03-3411-5249 / E-mail: ciestaff@swu.ac.jp    CIE サイト：http://cie.swu.ac.jp/ 

 

ボストン留学 



 

１． 
学科に 
申し出る 

①〜③の書類を準備し、学科に提出する。 
※⼤学指定様式は CIE サイトからダウンロード 

①協定校認定留学申込書（⼤学指定様式） 
②履歴書・⾃⼰紹介書（⼤学指定様式） 
③応募資格の語学⼒を証明する書類＜該当者のみ＞ 
（TOEFL スコア票、TOPIK 認定証のコピーなど） 

期限：2 ⽉ 10 ⽇（⽕） 
学科のカリキュラムによって、認定留学が可能な時期/期間が異なります。 
具体的な申込みの前に、必ず学科に申込む予定であることを相談しましょう。

２． 
CIE へ 
書類提出 

クラスアドバイザーに「推薦書」作成を依頼する。 
↓ ※CIE に推薦書の記⼊⾒本あり 
その後、学科で①~③および推薦書をまとめて 
CIE に提出してもらう。 
期限：2 ⽉ 27 ⽇（⾦） 

３． 
選考⽅法 

書類内容、成績および⾯接によって選考する。 
必要に応じて筆記試験を課す場合もある。 
⾯接候補⽇：3 ⽉ 9 ⽇の週のどこか 30 分程度(予定)

４． 
留学 
⼿続き 

合格通知をもらい次第、３つの⼿続きを進める。 
①留学先⼤学への申請 
（指定申請書記⼊、英⽂成績証明書発⾏など） 
②留学ビザの取得 
（指定申請書記⼊、留学先によっては健康診断受診など） 
③認定留学願（⼤学指定様式）・成績証明書の提出 
（認定留学願は学科教員の押印必要） 

5. 
帰国後 
⼿続 

・認定留学修了届の提出（⼤学指定様式） 
認定留学を終えたことを⼤学に届け出る。 
・単位認定のための⼿続き 
留学先成績証明書、履修科⽬のシラバスや時間割、単位認
定願（⼤学指定様式）を揃えて所属学科に確認の上⼿続き。 

 

１． 
学科に 
申し出る 

「秋期 15 週間ﾎﾞｽﾄﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ申込書（⼤学指定様式）」 
を記⼊して、学科に提出する。 
※申込書は CIE サイトからダウンロード 

期限：2 ⽉ 10 ⽇（⽕） 
学科のカリキュラムによって、認定留学が可能な時期/期間が異
なります。具体的な申込書類の作成の前に、必ず学科に申込む予
定であることを相談しましょう。 
⽇⽂/歴⽂の場合は、2016 年度前期の「春期 15 週間ﾎﾞｽﾄﾝﾌﾟﾛｸﾞ
ﾗﾑ」まで滞在し、合計 1 年のボストン留学も可能です。 

２． 
CIE へ 
書類提出 

クラスアドバイザーに「推薦書」作成を依頼する。 
↓ ※CIE に推薦書の記⼊⾒本あり 
その後、学科で①~③および推薦書をまとめて 
CIE に提出してもらう。 
期限：2 ⽉ 27 ⽇（⾦） 

３． 
選考⽅法 

申込書の内容をもとに、留学意志や英会話能⼒の確認⾯接
を⾏う。 
⾯接候補⽇：3 ⽉ 9 ⽇の週のどこか 30 分程度(予定) 

４． 
渡航準備 

・ボストン留学連絡会（ビザ申請/渡航準備） 
2015 年度 4 ⽉以降の⽔曜⽇ 4 限の時間帯にビザ申請や渡
航準備のためのオリエンテーションを複数回実施。具体的
な⽇程は後⽇通知。 
・SAP(Study Abroad Preparation) 
2015 年度前期の⽊曜⽇ 5 限（予定）に⾏われる留学準備
のための授業（SAP）を履修。 
※履修登録は CIE が⼀括で⾏うため、⾃分での登録は不要 
※学科必修科⽬等と被り履修できない場合は、要相談 

 

協定校認定留学 申込手順 秋期 15週間ﾎﾞｽﾄﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ 申込手順 

その他、認定留学・ボストン留学に関する詳しい
情報は CIE サイト（国際交流センターの HP）の 
「Study Abroad」をチェック！ 
⇒http://cie.swu.ac.jp/


