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認定留学（交換） 申込手順 

本学と海外協定大学との交流協定に則った、交換留学を基本とするタイプの認定留学です。 

留学前 
１．事前説明会 
認定留学（交換）説明会を定期的に Global Lounge で実施します。 
前期出発のプログラム募集は 5 月頃、後期出発のプログラム募集は 10 月頃の開催を予定しています。 
開催日の詳細は、CIE サイトの「プログラム・説明会のお知らせ」および UP SHOWA をご確認ください。 
 
２．対象大学と応募資格 
交換で認定留学ができる大学は以下の一覧表のとおりです。 
年に 1 回しか募集がない大学もあり、年度と募集時期によって定員に変動があります。 
応募する学期に 4 単位を修得し終える予定の場合は、「修得見込み」として応募することができます。 
ただし、まだ 1 単位も修得済みでない場合は、別途語学力を証明する語学試験結果などが必要です。 
各大学の詳しい情報は、CIE サイト「海外協定大学～海外協定校を調べる～」ページを参照ください。 
◆海外協定大学ページ http://cie.swu.ac.jp/enrolled/inter_agreement/  
 
〇協定校一覧表 

協定校 時期 出発 応募資格 
定

員 

[中国／上海] 

上海交通大学 
（授業履修＜中国語＞） 

2月初旬～6月下旬 
9月初旬～1月中旬 

前期/後期 

出発 

HSK5級 
又は同等の語学力を有する者 
※中国籍の学生は応募不可 

3
名 

[中国／上海] 

上海交通大学 
（中国語強化） 

2月初旬～6月下旬 

9月初旬～1月中旬 

前期/後期 

出発 

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 

※中国籍の学生は要事前相談 

5
名 

[中国／上海] 

華東師範大学 

① 授業履修＜中国語＞ 

② 中国語強化 
＜普通コース＞ 

③ 授業履修＜英語＞ 

2月初旬～7月初旬 

9月初旬～1月中旬 
前期/後期 

出発 

GPA3.0かつ各プログラムの下記語学

要件を満たす者 
①HSK5級以上:  
②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 
③TOEFL iBT80又はIELTS6.0以上 
※いずれも中国籍の学生応募可 

2
名 

[中国／大連] 

大連理工大学 
① 中国語強化 
② 授業履修＜中国語＞ 

3月初旬～7月中旬 
9月初旬～1月中旬 

前期/後期 

出発 

➀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 
②HSK4級180点以上 
（科学技術及び経済・経営系学部）           

HSK5級180点以上 
（上記系学部＋中国語、外国語、人

文・社会科学系学部） 
※いずれも中国籍の学生応募不可 

2 
名 

[台湾／台中] 

東海大学 
（中国語強化） 

2月中旬～6月下旬 
9月初旬～1月初旬 

前期/後期 

出発 

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 

2
名 

[韓国／ソウル] 

ソウル女子大学 
（韓国語強化） 

3月初旬～6月下旬 
8月下旬～12月下旬 

前期/後期 

出発 

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 

3
名 

http://cie.swu.ac.jp/enrolled/inter_agreement/
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[韓国／ソウル] 

淑明女子大学 
（韓国語強化） 

3月初旬～6月下旬 
8月下旬～12月末 

前期/後期 

出発 

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 

1
名 

[韓国／ソウル] 

国民大学 
（韓国語強化） 

3月初旬～6月下旬 

8月下旬～12月末 

前期/後期 

出発 

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 

4
名 

[ポーランド／ワルシャワ] 

ワルシャワ大学 
（授業履修＜英語＞） 

2月中旬～6月下旬 
9月下旬～2月中旬 

前期/後期 

出発 

以下いずれかのスコア保有者 
IELTS:5.5 以上 
TOEFL:iBT 72 以上   
TOEIC:785 以上  

2
名 

[オーストラリア／ブリスベン] 

クイーンズランド大学 
（授業履修＜英語＞） 
①Restricted ②Regular 

2月中旬～6月下旬 
～11月下旬 

前期出発 
のみ 

① TOEFL76（各項目 17 以上）又は、

IELTS6.0（各項目 5.5 以上）以上

の者 

② TOEFL87(Writing21以上かつ 
その他項目19以上)以上又は、 
IELTS6.5(各項目6.0以上)以上の者 

※基準変更の予定あり。 
（2019年9月以降決定予定） 

2
名 

[タイ／バンコク] 

タマサート大学 
（授業履修＜英語＞） 

8月中旬～12月下旬 
～翌年5月中旬 

後期出発 
のみ 

TOEFL iBT61 又は IELTS5.5 以上 
かつ GPA2.5 以上(学部により異なる) 

2
名 

[タイ／チェンマイ] 
チェンマイ大学 
（授業履修＜英語＞） 

8月初旬～12月下旬 
   ～翌年5月中旬 

後期出発 
のみ 

原則 GPA3.0 以上かつ 
TOEFL 500 (PBT/ITP) 又は 61 (iBT) 
又は IELTS: 5.0 

2
名 

[イタリア／トリノ] 

トリノ大学 
（授業履修＜英語＞） 

2 月下旬～6 月 
※最長で 9 月まで 
9 月下旬～2 月上旬 

前期/後期

出発 

以下いずれかのスコア保有者 
IELTS:5.5 以上 
TOEFL:iBT 72 以上   
TOEIC:785 以上  
 

2
名 

[イタリア／ヴェネツィア] 

ヴェネツィア大学 
（授業履修＜英語＞） 

9月中旬～1月下旬 
～6月下旬 

後期出発 
のみ 

以下いずれかのスコア保有者 
TOEFL:iBT 72 又は PBT 507 以上    
TOEIC:Listening 400 以上かつ 
    Reading 385 以上かつ 
       Speaking 160 以上かつ 
       Writing 150 以上 
IELTS:5.5 以上 
PTE:General Level3 以上又は 
   Academic59 以上 

3
名 

[リトアニア／カウナス] 

ヴィタウタス・ 

マグナス大学 

（授業履修＜英語＞） 

8月中旬～1月下旬 
  ～翌年6月下旬 

後期出発 
のみ 

以下いずれかのスコア保有者 
IELTS:5.5 以上 
TOEFL:iBT 72 以上   
TOEIC:785 以上  

2
名 

[アメリカ／インディアナ] 

パデュー大学 

   ノースウエスト 

① （授業履修＜英語＞） 

②  語学強化＋授業履修 

8月上旬～12月中旬 
～翌年5月中旬 

後期出発 

のみ 

① 授業履修： 
TOEFL iBT79又はIELTS6.5以上の者 
② 語学強化＋授業履修(1~2科目)： 
TOEFL iBT61又はIELTS5.5.以上の
者（英検2級Aでも可能） 
※2020年後期出発より募集停止。 
 

2
名 
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[アメリカ／マサチューセッツ] 

エンディコット大学 
 （授業履修＜英語＞） 

8月下旬～12月下旬 
（半期のみ） 

後期出発 

のみ 

※後期出発は全学対象。 
前期出発は後期昭和ボストンプログ 
ラムに参加している学生のみ対象。 

以下いずれかのスコア保有者 
TOEFL iBT: 79以上 
TOEFL ITP: 550以上 
IELTS: 6.0 以上 
かつGPA2.75以上 
 

2
名 

[デンマーク/コペンハーゲン] 

UCC(University College 
Copenhagen) 
①実習 
②実習＋授業履修<英語> 

9月初旬～1月下旬 

2月初旬～6月下旬 

 

前期/後期

出発 

※福祉社会学科の学生のみ 
①実習(インターンシップ) 
以下いずれかのスコア保有者 
英検:2 級以上 
IELTS:5.0 以上 
TOEFL iBT:55 程度 
TOEIC:650 程度 
②実習(インターンシップ)＋授業履修 
以下いずれかのスコア保有者 
英検:準 1 級以上 
IELTS:5.5 以上 
TOEFL iBT:72 以上 
TOEIC:785 以上 

2
名 

[デンマーク/オーフス] 
BAA 
(Business Academy 
Aarhus) 
（授業履修＜英語＞） 

8月中旬～1月中旬 

～6月中旬 

 

後期出発 

のみ 

※ビジネスデザイン学科の学生のみ

IELT:S6.0 程度又は TOEFL:80 程度 
又は上記と同等程度の英語力 

2
名 

〇協定校一覧表以外に、後期 昭和ボストンプログラムに参加している学生対象の協定校もあります。 
※2019 年 4 月現在、昭和ボストン協定校は以下の 3 校を含みます。 

 
・昭和ボストン協定校・・・フレーミングハム州立大学、レズリー大学、エンディコット大学 

                (すべてアメリカのマサチューセッツ州にあります。) 
・時期・・・1 月中旬～5 月中旬 
・出発・・・昭和ボストンの後期終了後 
・応募資格と期限・・・詳細は、「ボストン協定校セメスター認定留学」募集要項参照 
・定員・・・各大学 2 名 

 
３．申込方法 

学生が用意するもの 
以下申込書類の①～⑤を用意し、CIE に提出してください。 
① 認定留学申込書 *大学指定用紙（CIEサイトからダウンロード） 

② 履歴書・自己紹介書 *大学指定用紙（CIEサイトからダウンロード） 

③ 推薦書*大学指定用紙（CIEサイトからダウンロード）※「1．申請者」の欄のみ記入 

④ 応募資格の語学力を証明する書類の写し（TOEIC,IELTS,TOEFLスコア票,HSK/TOPIK認定証コピー等） 

⑤ 直前学期までの成績通知書の写し 

【提出期限：前期出発＝前年度の6月10日まで／後期出発＝前年度の1月10日まで】 
※該当日が土日祝日の場合は、その前日とする 

 

★学生申込後の流れ 

CIEから学科推薦書作成依頼 ⇒ 学科からCIEに申込書類一式を再提出 
【提出期限：前期留学開始の場合 前年度の 6 月末日／後期留学開始の場合 前年度の 1 月末日】 

        ※該当日が土日祝日の場合は、その前日とする 
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４．学内選考 
書類審査と日本語および留学先言語による面接で学内選考を実施します。 

留学への目的意識や語学力などを総合的に判断して、後日選考結果をお知らせします。 

※学内選考は本学からの推薦者を決定するものであり、最終的な受入判断は留学先大学が行います。 

 

５．留学手続き 
合格通知が出次第、渡航準備のためのオリエンテーションに参加し、以下 3 つの手続きを進めてください。 
 １） 留学先大学への申請 ‐留学先大学指定の申請書記入／英文成績証明書の発行など 

２） 留学ビザの取得 ‐留学先国の大使館指定手順に沿って手続き（健康診断の受診なども有） 
３） 認定留学願の提出 *大学指定用紙（CIE サイトからダウンロード） 

 

留学後 
６．認定留学修了届と単位認定申請 
留学先から帰国したら以下２つの手続きを進めてください。 

１）【帰国後すぐ】認定留学修了届の提出 *大学指定用紙（CIE サイトからダウンロード） 
２）【翌学期 1 ヵ月以内】単位認定のための手続き  

‐詳細は、別紙「認定留学に伴う単位認定マニュアル」をご確認ください。 


