
大学名 国・都市 留学期間* 滞在方法 参加費用* 

①ポートランド州立大学 
アメリカ・ 
ポートランド 

a 2019年3月～6月 
b 2019年3月～8月 

ホームステイ 
 a 約163万円 
 b 約274万円 

②ペース大学 
アメリカ・ 
ニューヨーク 

a 2019年3月～7月 
b 2019年3月～8月 

ホームステイ 
 a 約174万円 
 b 約233万円 

③バンクーバーアイランド大学 
カナダ・ 
ナナイモ 

a 2019年4月～7月 
b 2019年2月～7月 

ホームステイ 
 a 約117万円 
 b 約165万円 

④レスブリッジ大学 
カナダ・ 
レスブリッジ 

a 2019年4月～7月 
b 2019年2月～7月 

ホームステイ 
 a 約104万円 
 b 約149万円  

⑤ウィニペグ大学 
カナダ・ 
ウィニペグ 

a 2019年5月～8月 
b 2019年2月～8月 

ホームステイ 
 a 約  99万円 
 b 約143万円 

⑥ブロック大学 
カナダ・ 
セントキャサリンズ 

a 2019年5月～8月 
b 2019年2月～8月 

ホームステイ 
 a 約117万円 
 b 約169万円 

⑦ディーキン大学 
   メルボルンキャンパス 

オーストラリア・ 
メルボルン 

a 2019年3月～7月 

b 2019年3月～8月 

ホームステイ 
または寮 

 

a 約143，146万円 
b 約182，184万円 

⑧ディーキン大学 
  ウォーターフロントキャンパス 

オーストラリア・ 
ジーロング 

a 2019年3月～7月 

b 2019年3月～8月 

ホームステイ 
または寮 

 

a 約134，144万円 
b 約169，185万円 

⑨サザンクロス大学 
  リズモアキャンパス 

オーストラリア・ 
リズモア 

a 2019年3月～7月 

b 2019年3月～8月 
ホームステイ 

 a 約133万円 
 b 約166万円 

⑩サザンクロス大学 
    ゴールドコーストキャンパス 

オーストラリア・ 
ゴールドコースト 

a 2019年3月～7月 

b 2019年3月～8月 

c 2019年3月～8月(特別枠)* 

ホームステイ 
 a 約132万円 
 b 約162万円 
 c 約  93万円 

⑪ダブリンシティ大学 
アイルランド・ 
ダブリン 

a 2019年3月～7月 
b 2019年3月～9月 
c 2019年3月～9月(特別枠)* 

ホームステイ 
 a 約113万円 
 b 約147万円 
 c 約133万円 

⑫ヨークセントジョン大学 
イギリス・ 
ヨーク 

a 2019年3月～6月 
b 2019年3月～9月 

ホームステイ 
 a 約  95万円 
 b 約177万円 

東洋大学国際教育センター 

 
2019年度春学期 協定校語学留学 募集要項 

 
    ★約3～6ヶ月間、本学の協定校附属の語学学校にて、語学を学びながら異文化体験をするプログラム 
    ★｢協定校語学留学奨学金｣｢海外留学促進奨学金『アクティブ型』｣対象 
    ★本学での単位認定申請が可能。留学中も在学となり、休学せずに留学が可能 

1.  出願資格 

☑ 海外で異文化を体験しながら、英語を集中的に勉強する意欲があること  * 参加にあたり語学力は不問 
 

☑ 出願時点で本学の学部生であること（学部4年生は、留学時に本学の学部に在籍予定であること） 

2.  留学先概要（詳細は次ページ以降およびホームページ参照） 

*募集人員は、各大学a、b、cコース合計15名程度（a、b各コースの人数制限はなし、 cコースは各1名）です。 
*今後、留学期間、参加費に変更が生じる可能性があります。最新情報は、以下ウエブサイトにてお知らせします。参加費用については、 
  本資料｢6.注意事項｣もご確認下さい。参加費用のお支払は、2018年12月頃を予定しています。 
*cコースは留学先大学の授業料が減免または免除される特別枠です。 
 参加費用以外の条件は、bコースと同じです。 
                                ｢東洋大学 協定校語学留学｣で検索 
                      http://www.toyo.ac.jp/site/ies/semester.html 

ホームステイ     寮 

ホームステイ     寮 

http://www.toyo.ac.jp/site/ies/semester.html
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①Portland State University - ポートランド州立大学                       

③Vancouver Island University - バンクーバーアイランド大学              

④University of Lethbridge - レスブリッジ大学                   

⑤University of Winnipeg - ウィニペグ大学                     

⑥Brock University – ブロック大学                           

3.  各留学先ひとこと紹介 

●オレゴン州ポートランドは、州の経済や金融の中枢を担うと同時に豊かな自然に恵まれた美しい街です。 
 市内中心部は路面電車が行き交い、車無しでも快適な移動が可能。エコシステムの先進都市としても知ら 
 れ、街づくりにもエコの工夫が見られます。 
 

●ポートランド州立大学は、1946年に創立された学生数約3万人の大規模大学です。キャンパスは、 
 市内中心部にありながらも落ち着いており、歴史的な校舎や近代的な建物が緑の中に建ち並んでいます。 
 

●ホームステイに関するオリエンテーションなど、各種サポートが充実しており、海外が初めての方でも 
 安心して参加することができます。また、参加費用にはボランティア活動の手配料が含まれており、 
 留学開始2か月目以降、月に1回程度、ボランティア活動に参加することが可能です。 

詳細は↑へアクセス 

●ナナイモは、バンクーバー市から約50km離れたバンクーバー島にある観光地です。緯度の割に冬でもそれ 
 ほど厳しい寒さに見舞われることはありません。週末はフェリー等でバンクーバーへ出かけることも可能です。 
 
●バンクーバーアイランド大学は、1932年創立の公立大学。キャンパスは島の高台に位置しているため、 
 海を見渡すことができます。キャンパスから街の中心部まではバスで10分程度、ビーチまでは徒歩圏内。 
 観光学や経営学、国際関係学、心理学、児童教育学、メディア学、犯罪学等、様々な専攻を有しています。 
 

●大学進学を目指す学術英語や会話に重点を置いたコミュニケーション英語を選択することができます。 
 また語学学校で規定以上の成績を修めた場合、その成績を将来の学部留学にも活用することが可能です。 

●アルバータ州レスブリッジは、過去にオリンピックも開催されたカルガリーから車で約2時間。ロッキー山脈 
 沿いに位置し、夏も涼しく快適に過ごせる日が多い気候です。人口は約9万人で、落ち着いた雰囲気の町です。 
 
●レスブリッジ大学は、1967年創立の公立総合大学です。80以上の国から留学生を受け入れた実績があり、 
 国際交流に積極的な大学です。カナダの環境に適応したユニークな校舎は、建築の分野でも有名です。 
 
●リーディング、文法、ライティング、コミュニケーションをバランスよく、総合的に身につけられるコース 
 を開講しています。また、English Language Tutor Programという、レスブリッジ大学在学生による 
 指導サービスも受けられます（受講可能人数は、ボランティア学生の人数によって変動）。 

●マニトバ州ウィニペグは、人口75万人程度を有する中規模の都市です。発展している市内中心部とは対照 
 的に、郊外では地平線が広がるなど、自然豊かな環境に触れることができます。また、ウィニペグ発の現 
 地ツアーに参加すると、オーロラを観られる可能性もあります。 
 
●ウィニペグ大学は、1871年に創立され、140年の歴史を持つ伝統校です。国際関係学や社会学、経営 
 学等を学ぶ学生が在籍しています。キャンパスは市内中心部にあり、食事や買い物にも便利な環境です。 
 
●附属語学学校では様々なクラスを開講しており、例えば、General Streamというクラスへ入学した場合、 
 午前のクラスでは英語コミュニケーションや文章を読む練習をし、午後はビジネス英語やTOEFL、 
 ライティング、発音矯正等から希望のクラスを選択することができます。 

●オンタリオ州キャサリンズは、カナダ東部に位置する人口約13万人の町。世界的に有名なナイアガラの滝 
 に近く、カナダを代表する都市トロントにも車で行くことができます。また、さらに足を伸ばせば、 
 フランス文化を感じられるケベックや、アメリカ ニューヨークを訪れることも可能です。 
 
●ブロック大学は、幅広い専攻を有する公立総合大学です。約1.8万人もの学生が在籍しており、キャンパス 
 内は活気に溢れています。国際交流も推進しており、全学生の約10％が海外からの留学生です。 
 
●附属語学学校では、読み、書き、聞く、話す、文法の総合的なスキルを伸ばしつつ、苦手分野のフォロー 
 も受けられるようになっています。 

②Pace University - ペース大学                                      
●世界で最も有名な都市、ニューヨークのマンハッタン島南端にキャンパスがあります。徒歩数分でウォール 
 ストリートに行けるなど、ニューヨークのビジネスライフを肌で感じられる環境です。 
  
●語学レベルに応じた様々なプログラムが用意されており、着実に語学力の向上に励むことができます。また、 
 世界中から人々が集まる国際色豊かな場所での滞在は、多様な文化やスタイルに触れる機会に満ち溢れています。 

詳細は↓へアクセス 



4.  対象となる奨学金 

 協定校語学留学生には、英語力に応じ、東洋大学より以下の奨学金を給付します。(1)(2)は併給可能です。 
 

 (1)協定校語学留学奨学金 ＊希望者は、協定校語学留学オンライン出願(2018年10月8日〆切)で語学能力証明書を提出 

   TOEIC L&R (IP)/TOEIC L&R 400点、TOEFL-ITP459点、TOEFL-iBT52点、IELTS3.5点以上の 
   いずれかを取得している学生に対し、本学の年間授業料の4分の1相当額の奨学金が留学開始前に給付されます。 
    手続きの詳細は、次ページ｢5.出願方法・選考試験｣の（5）を参照してください。 
 

 (2)東洋大学海外留学促進奨学金 ＊希望者は2019年1月17日までに別途出願 

   規定の語学試験のスコアに応じて、25～50万円の海外留学促進奨学金「アクティブ型」奨学金が給付されます。  
   詳細および最新の情報は以下ウェブサイトで確認の上、別途出願してください。 (給付例:TOEIC 500点 25万円) 
   http://www.toyo.ac.jp/site/ies/international-scholarships.html 

詳細は↑へアクセス 

⑦⑧Deakin University – ディーキン大学(メルボルンキャンパス、ウォーターフロントキャンパス)        

●イギリスは数多くの教育機関を有し、その教育の質の高さは世界から評価されています。ヨークセント 
 ジョン大学がある｢ヨーク｣は、ゴシック式の聖堂など歴史的建造物が残る伝統的な側面と、国際的で洗練 
 された近代都市としての側面を併せ持つ、イギリスで最も美しく魅力的な都市のひとつです。 
 
●ヨークセントジョン大学は、1841年に創立された伝統校です。キャンパスは中世の歴史を物語るヨーク・ 
 ミンスターの目と鼻の先に位置しており、街の中心地から徒歩で数分の距離にあります。歴史や伝統を 
 感じさせる、とても美しいキャンパスです。 
 
●附属語学学校では、実生活に役立つ語彙表現など、幅広い内容を学べると共にロンドンへのスディーツアー 
 も組み込まれています。日本の大学との交流が盛んで、数多くの日本人学生を受け入れた実績があります。。 

詳細は↑へアクセス 

詳細は↑へアクセス 

⑪Dublin City University – ダブリンシティ大学                      

⑫York St. John University – ヨークセントジョン大学              

●アイルランドは現代的な都市と歴史ある街並、そして豊かな自然が調和した美しい島国です。ケルト音楽 
 などに代表されるケルト文化で知られ、多くの観光地に恵まれています。ダブリンは100万人以上の人口 
 を抱えるアイルランド最大の都市で、博物館や美術館、城等の歴史的建築物を見て回ることができます。 
 
●ダブリンシティ大学は、1975年創立された学生数約1.2万人の大学です。キャンパスは、ダブリン中心部 
 からバスで15分程の閑静な住宅街の中に位置しており、落ち着いて勉強できる環境です。 
 
●同大学には日本語学科があり、日本語を学んでいる学生が居るなど、現地学生との交流がしやすい点が 
 特徴です。東洋大学を含む、日本の大学との交流が盛んで、数多くの日本人留学生が勉強しています。 
 また、放課後のアクティビティーが充実しており、現地での友人作りの機会として活かすことができます。 

⑨⑩Southern Cross University – サザンクロス大学(リズモアキャンパス、ゴールドコーストキャンパス)  

●サザンクロス大学は、オーストラリアの大学を対象とした調査で｢留学生へのサポート部門 第１位｣に輝く 
 など、留学生に対する手厚いサポートで知られています。アジア圏の国からの留学生も数多く在籍しています。 
 
●メインキャンパスであるリズモアキャンパスは、ゴールドコーストから車で約90分の内陸部に位置し、 
 緑に溢れています。また、キャンパス内にコアラクリニックがあり、ボランティア活動などに携わることも 
 可能です。語学学校は非常に小規模で、留学生とサポートスタッフの距離が近いのも特徴です。 
 
●ゴールドコーストキャンパスは、ゴールドコースト空港から徒歩10分の便利な場所にあります。都市型の 
 キャンパスには、観光やビジネス等を学ぶ学生が在籍しており、それらの学生と同じ建物で語学を学びます。 
 
●両キャンパス共通で、大学進学英語コースを一定以上の成績で修了した場合、その成績を将来の学部留学に 
 活用することができます。 

●メルボルンは、人口400万人以上のオーストラリア第２の都市です。大都市ながら街の中心部は緑にあふれ、 
 落ち着いた雰囲気が漂っています。各種調査では｢世界で最も住みやすい街｣としてランクされるなど、長期間  
 滞在するには望ましい環境が整っています。 
 
●メルボルンキャンパスの語学学校は規模が大きく、日本や中国をはじめ、アジア圏を中心とする各国の学生が 
 集まっており、活気に溢れています。各種クラブやサークル活動も盛んで、それらに参加することも可能です。 
 滞在先として、寮も選択できる点も特徴です。 
 
●メルボルンから電車で約1時間の距離にあるウォーターフロントキャンパスは、その名の通り、校舎が海に 
 面しており、非常に開放的な雰囲気です。規模が小さくアットホームな環境のため、教員と学生の距離が近い 
 のが特徴。週末には、メルボルンへ買い物等に出かけることも可能です。 
 
●両キャンパス共通で、附属語学学校の学生が参加できるボランティアプログラムがあります。また、大学進 
 学英語コースを一定以上の成績で修了した場合、その成績を将来の学部留学にも活用することが可能です。 

9/30 
TOEIC IP* 
結果使用可 

12/16 
TOEIC IP 
結果使用可 

*10/4頃ToyoNet-ACEに 
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5.  出願方法・選考試験 

7.  お問い合わせ先 

      東洋大学国際教育センター 白山キャンパス8号館1階  担当：幡手、井部 
        〔開室時間〕 月～金9：30～18：00、土9：30～13：00  Tel (03) 3945-7665  Email mlels@toyo.jp 

◆出願期間 2018年10月1日（月）9:00 ～ 10月8日（月）23:59 
◆出願方法 出願期間中、以下URLまたはQRコードのサイトよりオンライン出願URLへアクセスし、(1)～(5)の情報を提出。 
             http://www.toyo.ac.jp/site/ies/semester.html 

 (1)基本情報   （氏名、学籍番号、学部・学科、奨学金受給用の銀行口座情報、パスポート記載の英字氏名など） 
 

 (2)保証人連絡先（保証人氏名、連絡先など） 
 

 (3)志望大学   （第1～第3志望）  例：第1志望ダブリンシティ大学cコース  第2志望ウィニペグ大学aコース  第3志望なし 
 

 (4)以下すべての内容を含むプレゼンテーション用資料（日本語or英語で作成） 
        ✔志望動機 （協定校語学留学への参加を志望する理由、第1志望の大学・コースを選択した理由） 
        ✔留学開始までに行う準備項目 
        ✔留学期間中に特に力を入れて取り組みたいこと 
        ✔帰国後、受験する語学試験の目標スコアおよび留学経験をどのように活かしていくか 
        ※Microsoft Powerpointで作成。面接試験時に使用。Powerpointのシートの枚数は、合計5枚以内とする。 
           ※シート1枚目に必ず学籍番号、学部、学科、学年、氏名を明記する。 
        ※ファイル名は、｢PPT学籍番号｣とする。 
 

 (5)語学能力証明書の画像データ（協定校語学留学奨学金受給希望者は必須） 
        ※スマートフォン等で証明書を撮影。提出ファイル名は｢Language学籍番号｣とする。 
        ※氏名、試験名、結果が確認できれば、オンライン上の結果やToyoNetACE｢達成状況｣のスクリーンショット等でも提出可。 
 

◆選考試験 2018年10月13日（土）※終日予定を空けておいてください。当日の服装は自由です。 
             ・持参物①｢健康状態確認書｣上記URLまたはQRコードのサイトより、書式を印刷の上、署名・捺印 
             ・持参物②｢健康診断証明書｣自動証明書発行機より取得。または医療機関で取得（受診項目：身長・体重・視力・内診・胸部X線） 
             ・持参物③｢パスポート顔写真ページのコピー｣上記URLまたはQRコードのサイトより、書式を印刷の上、パスポートコピーを貼付 
              ※パスポート未取得の方は、上記書式の氏名記入欄にパスポート取得申請時に使用予定の名前を入力して提出 

◆合否発表 2018年10月24日（水）予定 

留学への意欲が 
伝わる資料を 
作成してください 

◆参加費用に含まれるもの ※参加費用のお支払は、2018年12月頃を予定 
   授業料、滞在費（食事ないし食材の提供は、ペース大学コース及びヨークセントジョン大学コースは朝食及び夕食、ダブリンシティ大学コースは平日の朝食 
  及び夕食、週末の3食、ディーキン大学は寮選択時は無し、その他コースは3食。なお、ブロック大学の滞在費約800カナダドル/月は現地到着後にお支払） 
  現地空港-大学間の送迎料(ダブリンシティ大学コース、ヨークセントジョン大学コースは往路のみ)、本学指定の海外旅行保険料（付帯海学・ J-TAS海外 
  危機管理サービス）、往復航空運賃(国内空港使用料、現地空港税、航空保険料、燃油料含む)、 ビザ申請料(実費+代行手数料)、ポートランド州立 
  大学コースのボランティア手配料等。日本国籍以外の方はビザ申請料等が異なるため、追加料金が生じる場合あり。 
 

◆参加費用に含まれないもの 
 <全コース共通> 
  日本国内における自宅-空港間の交通費、航空機超過手荷物料金、海外送金手数料、お小遣い、電話通信代、飲食代等個人費用、パスポート取得費用、 
  滞在先と留学先大学との通学にかかる交通費（ブロック大学及びサザンクロス大学は、通学費用の一部または全額が上記参加費用に含まれる予定）、 
  銀行口座残高証明書などビザ申請用書類を用意する際に生じる費用、留学先大学からの指示に基づいて購入する教材費、本留学プログラム対象外のコース  
  (例:ポートランド州立大学コースIELP Level.1-5以外のコース)を現地で受講された場合の費用、。 
 <ダブリンシティ大学コース>  
  現地アイルランドにて外国人登録費用300ユーロが別途必要。また留学前に日本の銀行口座の残高証明（3,000ユーロ程度）が必要となる場合あり 
 （留学開始前のアイルランド政府が指定する要件によって変動）。 
 <ヨークセントジョン大学コース> 
  日本の銀行口座の残高証明（滞在1ヶ月につき1,015ポンド程度）が求められる場合あり。 
 <バンクーバーアイランド大学コースおよびレスブリッジ大学コース> 
  ホームステイ保証金（300～850カナダドル程度、後日返金）が必要となる場合あり。 

☑出願にあたっては、必ず保証人の了承を得ることとし、本人および保証人とも健康状態確認書に署名・捺印（本人印と保証人印は異なるものを使用）して下さい。 
  外国籍の方も必ず保証人欄を記入してください（保証人が海外在住の場合は、署名をした書類のコピー提出可）。 
☑出願後、自己都合による留学辞退は原則として認められません。留学を辞退した場合は、留学先大学、旅行会社等に対して、規定のキャンセル料、ビサ申請料・ 
  手数料等を支払う必要があります。 
☑学内選考に合格しても、本学の各種会議にて承認されない場合、留学先大学にて受入が否決された場合、留学先国のビザ（査証）が取得できない場合等は 
  合格取消となり、留学不可となります。また、部屋の空き状況等によっては、滞在先に関する希望が通らない場合もあります。 
☑日本国籍以外の方はビザ申請料が異なる、または追加書類の提出が求められる場合があります。また、日本国籍以外の方はビザ申請の手続き等をご自身で 
  責任を持って行って頂く必要があります。 
☑正式に留学が決定した場合は、原則、本学指定の海外旅行保険（付帯海学・J-TAS海外危機管理サービス）へ加入して頂きます。 
☑留学前オリエンテーション（2018年11月～2019年2月頃予定）への参加、異文化適応調査（IDI）、各種レポート等の提出および帰国後の語学試験受験 
 （受験料は大学負担、詳細は合格者に別途通知予定）が必須となります。 
☑留学中に、帰国、休学、退学又は学則に定める懲戒処分を受けた場合は、奨学金は返金となります。 
☑留学期間中も本学の学費を通常通り納入する必要があります。 
☑世界情勢の不穏等により派遣を中止する場合があります。 
☑このプログラムは、協定校附属語学学校で開講されるプログラムで、本学の主催ではありません。 
☑留学期間、内容、費用等は、過年度の参考です。実際の留学期間、費用等は異なる場合があります。 
☑現地での履修や帰国後の単位認定申請に関しては、必要に応じて、予め所属学部指導教員や教務担当窓口等へご相談ください。 
☑留学中の語学学校のクラスは、原則、開講前のテストや面談結果等によって決定されるため、同じ語学学校内でもクラスによって学ぶ内容が異なります。また、クラス 
  内には、本プログラムの参加学生を含め、一定数の日本人学生が在籍する可能性があります。 

6.  注意事項 

http://www.toyo.ac.jp/site/ies/international-scholarships.html

