
  2021年度実施　留学プログラム≪実績≫ 2022/3/31

No. プログラム名 国・地域 参加人数実績 期間 開始 終了 対象学生 プログラム概要 募集部署 単位認定

1 華東師範大学
Conversational Chinese Program 中国 3 夏季 2021/8/2 2021/8/27 全学科全学年

中国語での日常的なコミュニケーション能力を高めることを目的としたレベル別かつ少人
数のプログラム。

CIE
海外語学演習B（中国語）

（1単位）

2 ライプツィヒ大学付属ドイツ語学校
Summer language Course online

ドイツ 1 夏季 2021/8/2 2021/8/26 全学部全学年
100時間ほどのドイツ語既習歴

オンラインでの授業セッションと自己学習を組み合わせたインタラクティブな方式でドイツ語
を学習する。

CIE
海外語学演習A（ドイツ語）

（2単位）

3
ノーサンプトン大学
Pre-sessional English for academic
purpose - Online

イギリス 1 夏季 2021/8/2 2021/9/10 全学部全学年
IELTS 5.5以上の英語力

イギリスの大学で学ぶためのアカデミック英語を学ぶ。 CIE 海外語学演習（英語）
（4単位）

4
ワシントン大学 英語研修 "STEP"
University of Washington
STEP (Language and Culture)

アメリカ 1 夏季 2021/8/10 2021/8/28 全学科全学年
アメリカの名門大学であるワシントン大学が実施する3週間の英語研修プログラム。週15時
間、レベル別クラスでアメリカ文化について学びながら英語の技能に磨きをかける。

CIE
海外語学演習B（英語）

（1単位）

5 ソウル女子大学
ONLINE短期・集中韓国語コース

韓国 14 夏季 2021/8/23 2021/9/10 全学科全学年
韓国語の話す・聞く・読む・書くの４科目を学習する。少人数制授業レベル別クラス（初級～
中級、8レベル）による韓国語能力の強化。

CIE
海外語学演習A（韓国語）

（2単位）

6 アルカラ大学 春季スペイン語学研修 スペイン 1 夏季 2021/8/23 2021/9/10 全学科全学年
スペイン語レベル初級者（A1）程度

スペイン・マドリード自治州にあり、創立されヨーロッパ最古級の大学として知られるスペイ
ンの名門。アルカラ大学の附属スペイン語研修機関・アルカリングアが実施する2週間の
集中語学プログラム。スペイン語の文法と会話を学ぶ。

CIE
海外語学演習A（スペイン語）

（2単位）

7
チェンマイ大学
English Plus SDGs Training Certificate
Program

タイ 14 夏季 2021/9/6 2021/9/17 全学科全学年
TOEIC 550点程度以上の英語力

SDGsをテーマに英語を学ぶ。1日2時間の授業の内1時間はSDGsテーマの講義を受講し、

残りの1時間で学んだことについて英語でディスカッションを行う。
CIE

ビジネス特別演習B
（1単位）

8 バーチャル日中韓プログラム
中国
韓国

10 後期
（集中）

2021/10/30, 31
2021/11/6, 7, 21

‐‐

全学科全学年
以下、全ての条件を満たしていること：
①日本・韓国・中国を含む東アジアに関心がある
②TOEIC 700、IELTS 5.5程度の英語力
③英語で自分自身の興味や関心についてコミュニケーションで
きる
④英語を中心に他のプログラム参加者と積極的に交流すること
ができる
⑤全スケジュールに参加することができる（事前講義・オリエン
テーション含む）

中国の上海外国語大学、韓国の誠信女子大学の大学生と共に、3か国間の文化理解を深
めながら、様々な視点から女性のリーダーシップについて考えるプログラム。講義やディス
カッション、グループワークなどを通じて女性が国際社会で活躍するために必要なリーダー
シップの育成を図る。

CIE
Japan Studies C
（1単位）

9
東海大学
Spring ONLINE Language and Culture
Program

台湾 1 春季 2022/3/1 2022/3/18 全学科全学年
完全初級者を除く初級・中級レベル（HSK3級未満）

中国語・台湾文化を学ぶ。東海大学の学生と交流できるセッションやバディ制度も用意さ
れている。

CIE
海外語学演習B（中国語）

（2単位）

10 高麗大学
韓国語集中講座

韓国 2 春季 2022/2/14 2022/3/15 全学科全学
ハングルの読み書きができる者

レベル別(6レベル)韓国語学習。希望者には2回の 韓国文化体験(カリグラフィー, K-POP
ダンス, 博物館のオンライン解説等)が提供あり。

CIE
海外語学演習A（韓国語)
（2単位）

11 テンプル大学ジャパンキャンパス SAJ
プログラム（オンライン+対面）

アメリカ 1 春季 2022/2/14 2022/3/23

全学科全学年
TOEFL iBT32, IELTS3.5, TOEFL ITP400, 英検準2級以上(※)
※GISのみTOEFL iBT61, IELTS5.0, TOEFL ITP500, 英検準1級
以上

TUJの一般教養科目をﾉﾝﾈｲﾃｨﾌﾞ用に編集された授業が行われる。実際の大学の授業では
教えない「ｱｶﾃﾞﾐｯｸｽｷﾙ」も授業の中に盛り込まれている。
以下の3科目の中から2科目まで選択可。

‐ Reading‐based Writing (RbW)
‐ General Education (AEP‐GE)
‐ Guided Independent Study (GIS)

CIE 外語学演習A
（2単位）

No. プログラム名 国・地域 参加人数 期間 開始 終了 対象学生 プログラム概要 募集部署 単位認定

12 昭和ボストン春季特別プログラム アメリカ 34 春季 2022/1/24 2022/3/18 2021年度後期に昭和ボストン渡航プログラムに参加し、2022年
度前期に継続参加する学生

昭和ボストンによる、2期継続渡航参加をする学生のための特別プログラム。 CIE 3単位

13 2週間オンラインプログラム
＜実践英語入門＞

アメリカ 17 春季 2022/2/28 2022/3/11
全学科全学年（英語コミュニケーション学科、国際学科、ビジネ
スデザイン学科を除く）

初級～初中級を対象に、以下の技能を身につける。
・<Speaking & Listening> 日常会話における基本的な情報を聞き取る練習をしたり、基礎的

な文法や語彙力を用いて授業内のディスカッションに 参加するスキルを磨く。

・＜Reading & Writing ＞なじみのない語彙や内容に取り組むための手法をつかって、複雑
でないアイデアや詳細を理解したり、個人的あるいは日常的な関心ごとに関するトピックに
ついて自分自身を表現するための能力を養う。
・＜Optional Activity＞オンラインによる会話パートナーやその他のアクティビティを開催。

CIE
Intensive English (O)
1単位

No. プログラム名 国・地域 参加人数 期間 開始 終了 対象学生 プログラム概要 募集部署 単位認定
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14 秋期15週間
ボストンプログラム

アメリカ
＜渡航＞ 2

＜オンライン＞ 1 後期 2021/9/7 2021/12/23
2年生以上(英コミ／国際学科／ビジネス以外）

TOEIC400点程度の英語力（任意）

後期の間、以下2点を中心にボストンキャンパスで学びます。①英語スキルの集中的な学
習②アメリカ文化の理解を深める英語による講義・実習15週間の後、4週間の延長プログ
ラムとその後3週間のオプションプログラムあり。
※2021年度の渡航型プログラムは前半オンライン、後半渡航のうえ対面で実施。
※全期間オンライン実施もあり。

CIE

・外国語6単位

・一般教養12単位
※所属学科により一部専門の単位に
なる。
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No. プログラム名 国・地域 参加人数 期間 開始 終了 対象学生 プログラム概要 募集部署 単位認定

15 101 半年 ビジネスデザイン学科2年生全員

16 104 半年 ビジネスデザイン学科3年生全員

17
＜渡航＞ 118

＜オンライン＞ 69 半年 英語コミュニケーション学科2年生
英語コミュニ
ケーション
学科

18単位

18
＜渡航＞10

＜オンライン＞ 19
半年 国際学科2年生 国際学科 18単位

19 アルカラ大学
スペイン9月集中講義（オンライン）

スペイン 18 夏季 2021/9/1 2021/9/29 国際学科2年生

国際学科2年生後期にスペインイマージョンプログラム参加予定の学生対象の選択制プロ

グラム。アルカラ大学附属アルカリングアで スペイン語の強化とともに、スペインの社会と
文化の理解を目的とする。

国際学科 30単位※

20

アルカラ大学
スペインイマージョンプログラム
（オンライン）
【後期開始のみ】

スペイン 18 半年 2021/10/4 2022/3/17 国際学科2年生

2年生後期と3年生前期をアルカラ大学で学ぶ、国際学科学生対象の協定校認定留学プロ

グラム（選抜制）。2021年後期はオンラインで履修。アルカラ大学附属アルカリングアで ス
ペイン語・英語の強化とともに、スペインの社会と文化の理解を目的としている。DELE　B2
以上の学生は大学の講義も受講可能。

国際学科 30単位※

21

上海交通大学
上海イマージョン
ダブルディグリープログラム
（オンライン）
【後期開始のみ】

中国 7 半年 2021/9/6 2022/1/8 国際学科2、3年生

2年生後期、3年生前後期、4年生前期を上海交通大学国際教育学院で学ぶ、国際学科学

生対象の協定校認定留学プログラム。2021年後期はオンラインで履修。中国語の運用力
を高めるだけでなく中国の伝統文化と現代文化を理解し、帰国後は中国語で卒業論文を
仕上げる。
ダブル・ディグリープログラムとは本学で3年間、上海交通大学国際教育学院で2年間学
び、双方の学位が授与される制度。

国際学科 30単位※

22

上海交通大学
上海イマージョンプログラム
（オンライン）
【後期開始のみ】

中国 9 半年 2021/9/6 2022/1/7 国際学科2年生
2年生後期と3年生前期を上海交通大学で学ぶ、国際学科学生対象の必修協定校認定留
学プログラム。2021年度後期はオンラインで履修。人文学院漢語国際教育中心で中国語
の強化とともに、中国の社会と文化の理解を目的としている。

国際学科 30単位※

23
淑明女子大学校
ソウルイマージョン
ダブルディグリープログラム

韓国

【前期】
<オンライン＞2

【後期】
<渡航> 1

<オンライン> 1

1年 2021/2/4 2021/12/21 国際学科3年生

2年生前期、2年生後期、3年生前期を淑明女子大学校で学ぶ、国際学科学生対象の必修

協定校認定留学プログラム。2021年度前期はオンラインで履修の上、2021年度後期は渡
航またはオンラインで参加。韓国語の運用力を高めるだけでなく韓国の伝統文化と現代文
化の理解を目的としている。
ダブル・ディグリープログラムとは本学で3年間、淑明女子大学校で2年間学び、双方の学
位が授与される制度。

国際学科 30単位※

24
淑明女子大学校
ソウルイマージョンプログラム
（オンライン）

韓国 15 後期 2021/9/1 2022/2/16 国際学科2年生
2年生後期と3年生前期を淑明女子大学校で学ぶ、国際学科学生対象の協定校認定留学

プログラム（選抜制）。2021年度後期はオンラインで履修。語学堂と大学で韓国語の強化と
ともに、韓国の社会と文化の理解を目的としている。

国際学科 30単位※

25

ベトナム国家大学ハノイ人文社会科学
大学
ベトナムイマージョンプログラム
（オンライン）

ベトナム 4 後期 2021/9/14 2022/1/21 国際学科2年生
2年生後期と3年生前期をベトナム国家大学ハノイ校で学ぶ、国際学科学生対象の協定校

認定留学プログラム。2021年度後期はオンラインで履修。語学学校でベトナム語の強化と
ともに、ベトナムの社会と文化の理解を目的としている。日本語教育ボランティアあり。

国際学科 30単位※

26
昭和ボストン
DIS中韓越日学生対象オンライン英語
講座

アメリカ 10 夏季 2021/8/4 2021/8/19
国際学科3年生
スペイン、上海、ソウル、ベトナムイマージョンプログラム（オンラ
イン）参加学生

3年前期に国際学科のスペイン、上海、ソウル、ベトナムイマージョンプログラム（オンライ
ン）を修了した学生対象の、英語強化プログラム。

国際学科 2単位

27
昭和ボストン
DIS中韓越日学生対象オンライン英語
講座

アメリカ 53 後期 2021/9/7 2021/12/16
国際学科2年生
スペイン、上海、ソウル、ベトナムイマージョンプログラム（オンラ
イン）参加学生

2年後期に国際学科のスペイン、上海、ソウル、ベトナムイマージョンプログラム（オンライ
ン）に参加する学生対象の、英語強化プログラム。

国際学科 2単位

28 上海交通大学
上海HSK対策講座

中国 19 春季 2022/3/7 2021/3/25 国際学科1年生
中国語履修者

1年次3月に中国の上海交通大学人文学院漢語国際教育中心で3週間中国語と国際感覚
を磨くプログラム。
国際学科中国語選択学生の必修プログラム。

国際学科 2単位

29 淑明女子大学校
ソウルTOPIK集中講座

韓国 23 春季 2022/3/7 2022/3/25 国際学科1年生
韓国語履修者

1年次3月に淑明女子大学校で3週間韓国語と国際感覚を磨くプログラム。
国際学科韓国語選択学生の必修プログラム。

国際学科 2単位

※30単位を上限とする

2021/9/7 2021/12/23
2年次後期から1学期間、昭和ボストンの授業をオンライン履修する卒業要件のカリキュラ
ム留学プログラム。昭和ボストン教員による英語スキル向上のための集中的な学習と、ア
メリカ文化の理解を深める英語による一般教養科目を中心にオンラインで学ぶ。

2021/3/22 2021/7/21

2年次前期(1セメスター)に実施されるビジネスデザイン学科全員対象のボストン留学プロ
グラム。マネジメントやファイナンス、マーケティング、経済学、ビジネスリーダシップなど、
ビジネスの基礎を英語で学びながらグローバル感覚と語学力を高めることを目的としてい
る。2021年度はオンライン実施。2021年度は3年次前期の学生も対象。

ビジネスデ
ザイン学科

20単位

秋期15週間
ボストンプログラム

アメリカ
昭和ボストン
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グローバルビジネスプログラム
（オンライン）

アメリカ
昭和ボストン
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