〜2021 年度春季東洋大学海外留学促進奨学金対象プログラム一覧

◆プログラムの詳細は、各学部・各実施団体へ問合せをしてください。（問合せの際は、「東洋大学海外留学促
進奨学金対象プログラム」であることを伝えてください。
◆掲載プログラムは予告なく変更になる可能性があります。最新の情報は、各プログラム問合せ先窓口で確認
してください。
◆奨学金の申請は別途東洋大学での申請が必要です。
下記 URL を確認の上、必要な手続きを期日までに手続きを行ってください。
https://www.toyo.ac.jp/international-exchange/ies/scholarship/international-scholarships/#sokushin
◆（重要）新型コロナウイルス感染拡大の影響を受け、10 月１9 日現在、外務省が示す危険／感染症危険レベ
ルが全世界で「レベル 2」以上となっております（https://www.anzen.mofa.go.jp/riskmap/index.html）。本リス
トに掲載されているプログラムが今後中止になる可能性がありますので、申込前に主催団体・企業へご確認
ください。またプログラムが実施されても、東洋大学が下記の理由により、渡航の禁止を要請することがあ
ります。その場合、参加が決まっていても奨学金の受給対象とはなりませんので、十分にご注意ください。
*東洋大学による渡航禁止判断基準
-外務省による危険／感染症危険レベルが 2 以上の場合
-上記がレベル 1 以下であっても、留学先の安全確保が困難であると大学が判断した場合
◆対象プログラムに参加し、「チャレンジ型」奨学金を申請する場合は、プログラム期間前後の私用による滞在
を認めません。個人の事情により滞在期間の延長等を行う場合は、奨学金対象外となりますので、ご注意く
ださい。
◆奨学金に申請する場合、掲載されているプログラム実施日や期間を変更して参加することはできません。
◆春季休暇期間に学外の団体等が主催する海外研修・留学等に参加した学生は、単位の申請をすることが可能
です。事前申請が必要になりますので、確認の上手続きを行ってください。
※一部対象外の学科等もあります。

東洋大学国際教育センター

※申込締切日等は変更になる可能性がありますので、プログラム詳細を確認の上、学部・主催企業へお問い合わ
せください。

☆学部研修
プログラム名
01

ドイツ語学研修(バイロイト大学)

主催・問い合わせ

申込期間

法学部教務課

10/15~10/29

主催・問い合わせ

申込期間

※詳細は学部にお問い合わせください。

☆学外プログラム
プログラム名
02

課外活動も満載！ACEJ 厳選春休み語学研修プログラム

ACEJ

9 月~1 月中旬

03

名門大学で学ぶ-ACEJ 大学キャンパス語学研修

ACEJ

9 月~12 月旬

※詳細は以下をご確認ください。
プログラム No.

02

プログラム主催機関・企業

ACEJ（エーシーイージェイ）

プログラム名

課外活動も満載！-ACEJ 厳選！春休み語学研修プログラム-

種別

☑語学研修

言語

英語

プログラム内容

英語圏 5 ヶ国の私立語学学校で 3～5 週間学ぶプログラム。自身の目的やスケジュールに

□語学研修+α

□インターンシップ・ボランティア

合わせて、各国からの留学生と学ぶ英語研修、放課後や週末の課外活動（アクティビテ
ィ）、ホームステイ滞在を経験することができます。
研修先の語学学校は、プログラム内容・現地サポート体制・参加者の声などの最新情報
を元に、ACEJ が厳選。入学申請、渡航準備、現地滞在中の定期確認メール（毎週）、
24 時間安心サポートなど、学校探しから帰国までを無料サポート 。
留学先（国）

アメリカ、カナダ、イギリス、アイルランド、マルタ

留学先（都市）

アメリカ：ロサンゼルス、サンディエゴ、ボストン、ニューヨーク
カナダ：バンクーバー、トロント、モントリオール
イギリス：ロンドン、ケンブリッジ、オックスフォード、ニューカッスル、マーゲート、ポーツマス、チェ
ルトナム
アイルランド：ダブリン
マルタ：セントジュリアン

プログラム学修時間

70 時間以上

定員

制限なし
（まれに、現地学校の入学枠が満席となった場合には、申込を締切）

プログラム期間

2/1（火）～3/20（日）の間で 3 週間～5 週間を自由に選択可
原則、金土日出発～土日帰国（プログラム期間に合わせて渡航手配）

宿泊形態

※自己隔離が必要な場合は、その期間中、ホテルなどの別途滞在が必要な場合がありま
す。

参加費用

約 350,000 円～約 700,000 円（往復航空券含まず）

申込期間

2021 年 9 月～2022 年 1 月中旬頃まで

キャンセルポリシー

キャンセルポリシー

及び特記事項

ACEJ 短期研修・中長期留学プログラム 約束事項抜粋（カウンセリングでお渡しします。）
６ お申込み取消し
（１）お申込み後に都合により参加をお取消しになる場合は、書面にてお取消しの旨を
ACEJ までお知らせください。書面を受け取りました時点で正式のお取消しとして取り扱いま
す。なお、電話でのお取消しは出来ません。
（２）前項の書面が、ACEJ が申込書及び申込金を受理した日から起算して 10 日以内に
ACEJ に到達した場合には、ACEJ が受理した申込金から返金手続き費用として 1,000 円
を控除したうえ、残金を ACEJ に前項の書面が到達した日から 20 日以内に返金するもの
とします。
（３）第 1 項の書面が、ACEJ が申込書及び申込金を受理した日から起算して 11 日経過
後 ACEJ に到達した場合には、申込金の返金はございません。
（４）所要実費等
申込金を支払った日から、日本出発までに契約を解除する場合は、上記返金手続き費
用の他に、返金不可となる出願料、前払いの予約金ならびに送金手数料を申し受けま
す。加えて現地受入機関の規定に基づき、授業料、寮費又は、ホームステイ滞在費等を
ACEJ がすでに現地に支払っているときは、その実費を現行社内為替レートにて円に換算
して申し受けます。また、ACEJ が受入機関からの請求により取消料を支払った時には、そ
の取消料を現行社内為替レートにて円に換算して申し受けます。
特記事項
2021 年 9 月 13 日時点で、日本人を含む外国人の入国が禁止されている国や渡航後自
己隔離などの行動制限があります。今後のコロナウィルス感染の状況によっては、対面授
業がオンライン授業に切り替わり、日本で受講いただく可能性もあります。

詳細（問合せ先）

一般財団法人 JSAF
Global Language Education ACEJ（エーシーイージェイ）
〒169-0075 東京都新宿区高田馬場 1-4-15 大樹生命高田馬場ビル１F
TEL：03-5287-2942 FAX：03-5287-2943
Email: info@acej.org

https://acej.org/

プログラム No.

03

プログラム主催機関・企業

ACEJ（エーシーイージェイ）

プログラム名

世界名門大学で英語を学ぶ -ACEJ 大学キャンパス語学研修-

種別

☑語学研修

言語

英語

プログラム内容

姉妹団体 JSAF と協定を結ぶ世界トップレベルの大学キャンパスで 4 週間（またはそれ以

□語学研修+α

□インターンシップ・ボランティア

上）学ぶプログラム。有名大学のキャンパス又は大学付属施設内で授業を受けることがで
きるため、海外のキャンパスライフを体験できるのが魅力。上記、厳選プログラムと同様、学
校探しから帰国までのサポート有。
留学先（国）

カナダ、マルタ

留学先（都市）

カナダ：バンクーバー、マルタ：リーヤ

プログラム学修時間

70 時間以上

定員

制限なし
（ただし、通常のプログラムに比べて満席となりやすいため、早めの申込が必要。）

プログラム期間

カナダ/バンクーバー：2 月 22 日（火）～3 月 18 日（金）
マルタ：毎週月曜日：2 月 7 日（月）～3 月 18 日（金）の間で、4 週間を自由に選択
原則、金土日出発～土日帰国（プログラム期間に合わせて渡航手配）

宿泊形態

ホームステイ（学校または空室状況によっては寮・学生アパートメント滞在も可）
※自己隔離が必要な場合は、その期間中、ホテルなどの別途滞在が必要な場合がありま
す。

参加費用

約 370,000 円～約 500,000 円（往復航空券含まず）

申込期間

2021 年 9 月～2021 年 12 月中旬頃まで

キャンセルポリシー

キャンセルポリシー

及び特記事項

ACEJ 短期研修・中長期留学プログラム 約束事項抜粋（カウンセリングでお渡しします。）
６ お申込み取消し
（１）お申込み後に都合により参加をお取消しになる場合は、書面にてお取消しの旨を
ACEJ までお知らせください。書面を受け取りました時点で正式のお取消しとして取り扱いま
す。なお、電話でのお取消しは出来ません。
（２）前項の書面が、ACEJ が申込書及び申込金を受理した日から起算して 10 日以内に
ACEJ に到達した場合には、ACEJ が受理した申込金から返金手続き費用として 1,000 円
を控除したうえ、残金を ACEJ に前項の書面が到達した日から 20 日以内に返金するもの
とします。
（３）第 1 項の書面が、ACEJ が申込書及び申込金を受理した日から起算して 11 日経過
後 ACEJ に到達した場合には、申込金の返金はございません。
（４）所要実費等
申込金を支払った日から、日本出発までに契約を解除する場合は、上記返金手続き費
用の他に、返金不可となる出願料、前払いの予約金ならびに送金手数料を申し受けま
す。加えて現地受入機関の規定に基づき、授業料、寮費又は、ホームステイ滞在費等を
ACEJ がすでに現地に支払っているときは、その実費を現行社内為替レートにて円に換算
して申し受けます。また、ACEJ が受入機関からの請求により取消料を支払った時には、そ
の取消料を現行社内為替レートにて円に換算して申し受けます。

詳細（問合せ先）

特記事項
2021 年 9 月 13 日時点で、日本人を含む外国人の入国が禁止されている国や渡航後自
己隔離などの行動制限があります。今後のコロナウィルス感染の状況によっては、対面授
業がオンライン授業に切り替わり、日本で受講いただく可能性もあります。
一般財団法人 JSAF
Global Language Education ACEJ（エーシーイージェイ）
〒169-0075 東京都新宿区高田馬場 1-4-15 大樹生命高田馬場ビル１F
TEL：03-5287-2942 FAX：03-5287-2943
Email: info@acej.org

https://acej.org/

