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交換留学・認定留学はどちらも

⻑期の学部留学

現地の言語を用いて、

現地学生と一緒に

正規課程を履修・修得するプログラムです



⻑期留学のメリット

①時間

休学せずに留学が可能

留学後、単位認定の申請が可能

→4年間での卒業が可能！

②費用

東洋⼤学授業料相当額の

奨学⾦を給付！

成績・語学⼒によっては、

さらに多額の奨学⾦を給付！

④新たな体験

外国語を使った勉強へのチャレンジ

＋かけがえのない仲間との出会い

→学⽣のうちに留学して、

より豊かで充実した

大学生活を送ろう！

③グローバルな視野

全く新しい環境での生活を通した、

異⽂化理解＋語学⼒の向上

→就職活動にも役⽴つ、

新たな視野を手に入れよう！



⻑期留学のメリット

①時間
休学せずに留学が可能。留学後、単位認定の申請が可能 →4年間での卒業が可能！

例えば、留学先ではこんな時間割で授業を受けます。

Mon Tue Wed Thu Fri

8-9am COMM(REC)

12-1pm ORG COMM ORG COMM ORG COMM

1-2pm Lunch Lunch Lunch

2-3pm COMM COMM COMM

3-4pm JOUR JOUR JOUR(REC)

4-5pm

5-6pm JPNS JPNS(5-8pm) JPNS

COMM: Perspectives on Human Communication
ORG OMM: Organizational Communication  JOUR: Principles of Journalism
JPNS: Films & Japanese Cultures  REC: Recitation 

1学期間合計学期間合計学期間合計学期間合計3~4科目＝科目＝科目＝科目＝12単位単位単位単位



⻑期留学のメリット
②費用 東洋⼤学授業料相当額の奨学⾦を給付！

以下のいずれかの奨学金を利用できます。以下のいずれかの奨学金を利用できます。以下のいずれかの奨学金を利用できます。以下のいずれかの奨学金を利用できます。

いずれもいずれもいずれもいずれも給付型奨学金給付型奨学金給付型奨学金給付型奨学金です。です。です。です。

①①①①交換留学・交換留学・交換留学・交換留学・認定認定認定認定留学奨学留学奨学留学奨学留学奨学金金金金
（（（（本学年間授業料相当本学年間授業料相当本学年間授業料相当本学年間授業料相当額額額額/1学期留学の場合はその半額学期留学の場合はその半額学期留学の場合はその半額学期留学の場合はその半額））））
・給付対象・給付対象・給付対象・給付対象：交換留学・交換留学・交換留学・交換留学・認定留学生全員認定留学生全員認定留学生全員認定留学生全員。。。。申請は不要。申請は不要。申請は不要。申請は不要。

②海外留学促進奨学②海外留学促進奨学②海外留学促進奨学②海外留学促進奨学金金金金
「「「「グローバルリーダー型グローバルリーダー型グローバルリーダー型グローバルリーダー型」」」」
（（（（1年留学年留学年留学年留学120～～～～150万円、万円、万円、万円、1学期留学学期留学学期留学学期留学60～～～～75万円）万円）万円）万円）
・・・・給付対象給付対象給付対象給付対象：：：：GPA（換算値含む）（換算値含む）（換算値含む）（換算値含む）3.9以上以上以上以上かつかつかつかつTOEIC790点点点点～～～～/TOEFL（（（（ITP））））567点～点～点～点～

/TOEFL（（（（iBT））））87～～～～/IELTS5.5～～～～相当相当相当相当以上の語学力を有する学生に給付以上の語学力を有する学生に給付以上の語学力を有する学生に給付以上の語学力を有する学生に給付。。。。

どちらも
給付型

＝返還不要！

OR



⻑期留学のメリット

トビタテ！留学トビタテ！留学トビタテ！留学トビタテ！留学JAPAN JAPAN JAPAN JAPAN 

東洋大学からは東洋大学からは東洋大学からは東洋大学からは

16名名名名の参加者をの参加者をの参加者をの参加者を

輩出しています！輩出しています！輩出しています！輩出しています！

1期期期期 3名名名名
2期期期期 0名名名名
3期期期期 3名名名名
4期期期期 5名名名名
5期期期期 1名名名名
6期期期期 2名名名名
7期期期期 2名名名名

①”幅広い留学”
(海外体験)を対象

②事前・事後研修
の提供

③派遣留学⽣

コミュニティ
④充実した
奨学⾦等



⻑期留学のメリット

トビタテ！留学ジャパントビタテ！留学ジャパントビタテ！留学ジャパントビタテ！留学ジャパン



⻑期留学のメリット
③グローバルな視野
全く新しい環境での生活を通した、異⽂化理解＋語学⼒の向上 →就職活動にも役⽴つ 新たな視野を手に入れよう！

出典：「海外体験を有する若者の採用・活用に関する調査報告書」（平成25年度厚生労働省委託 JAOS海外留学協議会調べ）



⻑期留学のメリット
④新たな体験
外国語を使った勉強へのチャレンジ＋かけがえのない仲間との出会い →学⽣のうちに留学して、

より豊かで充実した大学生活を送ろう！

Appear in a German newspaper

文化を吸収するだけでなく、
自分の国や自分自身について
発信するのも留学の醍醐味！

現地の友人とのかかわりの中で、
自分自身の考え方が大きく変わった。

この留学を通して一番学んだことは、「恥を捨て
て貪欲に挑戦する」ことの大切さです。この留学
で数多くのチャレンジができたことは、これから
の人生における大きな糧になったと確信してい
ます。



⻑期留学のメリット

With a conversation 
partner

⾒知らぬ環境で⽣活し、英語で

⾏われる授業についていくのは

大変でしたが、その分

⾃分⾃⾝の成⻑を強く実感
できました。

留学で得たもののうち、

何よりも大きなものは、

かけがえのない親友。
現地の友達とは、

今でも連絡を取り合っています！



出願条件

GPAGPAGPAGPA 語学力語学力語学力語学力＋＋＋＋



東洋大学の協定校（姉妹校）へ、

1年または１学期間留学するプログラム

特徴は？

・原則、留学先⼤学の授業料免除

・本学の協定校約52校、

またはISEP、UMAP加盟校の約300校から

留学先を選択可能

交換留学 認定留学

交換留学



交換留学で学べる協定校

英・仏・独・中・韓の各言語圏へ留学可能

2017年度は75名が交換留学に参加！

18
カ国

約52
大学



春出発（2/3月）

オーストラリア

マレーシア

韓国

UMAP加盟校

Ⅰ期 Ⅱ期

秋出発（8/9月）

アメリカ・カナダ

アイルランド・イギリス

オランダ・フランス・ドイツ

スイス・ブルガリア

中国・台湾・タイ・ベトナム

ISEP加盟校

UMAP加盟校



ISEP
（International Student Exchange Programs）

北⽶・ヨーロッパが中心

南米・アジア・オセアニア・アフリカも可

UMAP
（University Mobility in Asia and the Pacific）

アジア・太平洋地域が中心

（台湾・タイ・ベトナムなど）

コンソーシアム（⼤学連合）を通した留学

①東洋大学へ出願→合格

②コンソーシアムへ本出願→留学先決定



内訳は・・・

航空運賃 現地交通費 保険料 住居費

高熱費 通信費 教材費など

How much?



出願スケジュール

出願期間は、出発の7〜10ヶ月前にスタート！

あっという間の大学生活、早めの準備が欠かせません

出願・面接

ⅠⅠⅠⅠ期： 7月
ⅡⅡⅡⅡ期：11月

留学先への

手続き

11月頃
1〜5月

出発

翌年2月
翌年8月



第II期の出願期間は11/6〜11/12
出願時にGPAと語学能⼒が求められます

①今の自分のチカラを確かめよう！

②目標に向け、スコアを高めよう！



認定留学認定留学認定留学認定留学

特徴は？は？は？は？

・・・・留学の計画が⽴てやすい！

・目的がはっきりしている学生におススメ！

・英語のスコアアップをぎりぎりまで挑戦することができる！

認定留学とは？

個⼈、または留学推進団体等を通して留学先を選び、

海外の⼤学で学部／⼤学院の授業を履修するプログラム。

交換留学 認定留学



「語学研修」と「正規科目履修」 を組み合わせて

様々な留学を計画できます

大学の

正規科目履修語学研修

大学の入学条件をクリアし、
現地の学生と共に自分の
関心のある科目を履修する
プログラム。日本では学ぶ
ことのできない海外の様々
な科目の中から自分の興
味のある授業を選ぶことが
できます。

聞く、話す、読む、書くの4
つのスキルと文法をバラン
スよく学び、日常生活で役
立つ実践的な語学力を身
に付けます。世界各国から
の学生と友達になることが
でき、現地の文化を学ぶこ
とができます。

認定留学認定留学認定留学認定留学



①語学研修 + 大学の正規科目履修 《各１学期間ずつ１年間》

語学研修
1学期間

②大学の大学の正規科目履修 《1学期または１年間》

8月／9月開始

or

3月／4月開始

翌年5月／6月修了

or

12月／翌年3月修了

8月／9月開始

or

1月／2月開始

翌年5月／6月修了

or

11月／12月修了

大学の
正規科目履修

1学期間

大学の
正規科目履修

1学期間

大学の
正規科目履修

1学期間

認定留学認定留学認定留学認定留学

条件：条件：条件：条件：GPA 2.0以上以上以上以上

TOEFL ITP 500以上以上以上以上 TOEFL iBT 61以上以上以上以上 IELTS 5.5以上以上以上以上

条件：条件：条件：条件： GPA 2.0以上以上以上以上

TOEFL ITP 470以上以上以上以上 TOEFL iBT 51以上以上以上以上 IELTS 4.0以上以上以上以上



学部留学

留学推進団体を通して手続きする留学推進団体を通して手続きする留学推進団体を通して手続きする留学推進団体を通して手続きする場合の場合の場合の場合のメリットメリットメリットメリット

・「語学研修＋学部履修プログラム」など、語学要件が比較的低・「語学研修＋学部履修プログラム」など、語学要件が比較的低・「語学研修＋学部履修プログラム」など、語学要件が比較的低・「語学研修＋学部履修プログラム」など、語学要件が比較的低
いプログラムなど、いプログラムなど、いプログラムなど、いプログラムなど、種類が豊富種類が豊富種類が豊富種類が豊富

・留学先決定まで、・留学先決定まで、・留学先決定まで、・留学先決定まで、きめ細かく相談きめ細かく相談きめ細かく相談きめ細かく相談に乗ってくれ、に乗ってくれ、に乗ってくれ、に乗ってくれ、

自分の目標や目的に合った留学先自分の目標や目的に合った留学先自分の目標や目的に合った留学先自分の目標や目的に合った留学先を見つけることができるを見つけることができるを見つけることができるを見つけることができる

・・・・ 出願から帰国までの手続きを出願から帰国までの手続きを出願から帰国までの手続きを出願から帰国までの手続きをサポートサポートサポートサポートしてくれるしてくれるしてくれるしてくれる

・・・・ 留学中のトラブルなどは、現地のスタッフ等がリアルタイムで留学中のトラブルなどは、現地のスタッフ等がリアルタイムで留学中のトラブルなどは、現地のスタッフ等がリアルタイムで留学中のトラブルなどは、現地のスタッフ等がリアルタイムで

サポートサポートサポートサポートしてくるしてくるしてくるしてくる

認定留学認定留学認定留学認定留学



行き先を自由に選べる認定留学ですが、

留学先留学先留学先留学先の授業料は自己負担の授業料は自己負担の授業料は自己負担の授業料は自己負担

ここが交換留学との違いです

留学費用 プログラム参加費用

1学期間：
120万円～

1年間：
170万円～

交換留学にかかる費用

学部留学

給付型奨学
⾦を利⽤！

認定留学認定留学認定留学認定留学



スケジュール
国際教育センターへ出願する時点で、留学先から⼊学許可証を受領して

いる必要があります

事前にスケジュールを確認し、計画的に取り組んでください

1111年年年年 2222年年年年 3333年年年年 4444年年年年

前期 後期 前期 後期 前期 後期 前期 後期

2222年次後期年次後期年次後期年次後期

からからからから1111年間年間年間年間
就職活動就職活動就職活動就職活動

3333年次前期年次前期年次前期年次前期

からからからから1111年間年間年間年間
就職活動就職活動就職活動就職活動

3333年次後期年次後期年次後期年次後期

からからからから1111年間年間年間年間

就職活動就職活動就職活動就職活動

3333年次後期年次後期年次後期年次後期

にににに1111学期間学期間学期間学期間
就職活動就職活動就職活動就職活動

留 学

留 学

留 学

留 学

情報収集
語学力アップ

出願

情報収集
語学力アップ

出願

情報収集
語学力アップ

出願

情報収集
語学力アップ

出願

出発
準備

出発
準備

出発
準備

出発
準備

認定留学認定留学認定留学認定留学



東洋大学認定留学応募締め切り

春出発（2018年2～3月）：

2017年11月1日～11月10日

秋出発（2018年8～9月）：

2018年4月～5月



Workshops to Assist Applications for Study Abroad (ASA)
第II期交換留学出願準備対策講座

国際教育センターとランゲージセンターでは、第II期交換留学で主に英語圏へ出
願を希望している学生対象に自信を持って選考プロセスに挑めるよう準備講座を
開催し、全面的にサポートします！

Date & Time Content Venue Appointment

Oct. 17 & 18

12:20-12:45

Overview of study abroad application

Q&A session

- Get a general idea about the 

application procedure

予約不要

Oct 19-Nov. 11

One-to-one session for writing a personal 

statement

- Get individual advice/feedback on 

language use

- Can register for one session at most

Language 

Center

Make an 

appointment on 

ToyoNet-ACE

Nov. 20 & 21

12:20-12:45

Tips for a successful interview test

- Learn how to succeed in the 

interview test

予約不要



英語学習アドバイス

★ TOEFL ITP / IELTS 対策講座

➠ 7月27⽇（⽊）申し込み締め切り

★ 出願前➠ TOEFL / IELTS対策

★ 留学決定後 ➠ ReadingとWriting



その他 ⻑期留学について

★UNYV（国連ユースボランティア）

★⽇本語パートナーズ

★協定校語学留学



今後の予定

東洋大学国際教育センター主催東洋大学国際教育センター主催東洋大学国際教育センター主催東洋大学国際教育センター主催

留学留学留学留学フェアフェアフェアフェア

（土）

11月
各種プログラムの説明会

★留学経験者による

体験談などもあります！

★多くの外部団体や企業ブースで直接相談

★多彩なセミナーやワークショップ

★相談ブース

★参加者へプレゼントあり！



留学カウンセリング

環境
□ 都会 or 田舎
□ 暑い or 寒い
□ 大規模 or 

小規模大学

世界ランク
の高い大学

GPA

語学力

滞在先
□ 学生寮
□ アパートタイ
プの寮
□ ホームステイ

語学力語学力語学力語学力
アップアップアップアップ

予算

自分が勉強した
い分野の

授業が充実
している大学、
環境、設備があ
る大学

交換？交換？交換？交換？
認定？認定？認定？認定？



ご清聴ありがとうございました

Good Luck！


