
 

★留学制度（留学の種類）★ 
■提携校への長期留学 

麗澤大学が提携している大学への半年から１年間の留学で

す。留学の形態は、語学留学と学部留学に分かれます。１校

あたりの参加者は、数人から、多い場合でも十数人です。大

学間の協定により、おおよそのカリキュラムおよび単位互換

の仕組みは定まっています。また、現地での生活様式は、そ

れぞれの留学先によって、学生寮やホームステイに分かれま

す。 

■語学留学と学部留学 

語学留学は、世界各国から集う留学生と共に語学コースに所

属し、留学先の国の言語を学びます。学部留学では、留学先

の学部生と共に専門科目を履修します。 

 

■交換留学 

協定校によっては、留学先の授業料や寮費を免除するプログ

ラムが設けられています。諸条件を満たす数名の学生が利用

できます。 

 

■クロス留学 

第２外国語を母語とする国・地域に留学し、１回の留学で専

攻語と第２外国語の２つの言語を同時に習得する留学システ

ムです。 

 

 

 

 

 

■短期語学留学 

専攻の言語圏への短期留学はもちろん、第２外国語の能力を

磨くための海外短期語学留学も行っています。春休み、夏休

みの長期休暇期間を利用した２週間～６週間程度のプログラ

ムです。主な実施校は、リーズ大学（イギリス）、ポートラ

ンド州立大学（アメリカ）、ラングポーツ語学学校（オース

トラリア）、ZA English Academy（フィリピン）、バウハウ

ス（ドイツ）、淡江大学（台湾）、天津財経大学（中国）、

釜山外国語大学（韓国）等。 

 

■国際ボランティア 

世界各地で様々なボランティア活動を行うことができ、自分

に合った期間、場所、活動内容を選べます。例：環境保護、

日本語教育サポート、チャイルドケア 等。 

 

■海外インターンシップ 

ホテルや空港、商業施設などでの職場体験を通じて、コミュ

ニケーション能力と共に実践経験を積むプログラムです 

 

■海外日本語教育実習 

海外の日本語教育の多様性やそこで求められる実践能力につ

いて体験を通じて学びます。台湾の国立屏東大学やニュー

ジーランドの中高一貫校などで行います。日本語教育学の履

修など参加条件があります。 

 

 

 

 
 
★留学スケジュール★ 

留学はおおむね以下のスケジュールで進行しますが、留学先によって違いがあります。 

専攻教員やグローバル教育推進室の留学担当にチェックする必要があります。 

 
 
 
 
 
 

 

留学案内 

留学先や期間によって、環境や費⽤も⼤きく異なります。ここでは、本学の留学制度、留学の種類、 ⼤まかなスケ
ジュ ルについて簡単に紹介します。 
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■留学提携先⼤学⼀覧（2020 年 4 ⽉１⽇現在） 

 
★★英語 2専攻の学生は、2年生で留学する場合、申込時に TOEIC400 点以上で、累計 GPA1.5 以上であること。3

年生で留学する場合は、TOEIC450 点以上で累計 GPA1.5 以上であること。 

 

 

 

 

 

 

No. 大学名 所在地 資 格
留学費用
(概算)

1
セイラム州立大学
※授業料免除交換留学

アメリカ TOEFL lTP530点以上・専任教員による推薦
約103万円(4カ月)
約174万円(9カ月)

2
セントマーチンズ大学
※授業料減免交換留学

アメリカ TOEFL lTP450点、⋆⋆TOEIC450/400点以上
約124万円(4カ月)
約228万円(9カ月)

3
ハワイ大学リーワード・
コミュニティカレッジ

アメリカ TOEFL lTP450点、⋆⋆TOEIC450/400点以上
約149万円(4カ月)
約210万円(9カ月)

4
フィッチバーグ州立大学
※授業料免除交換留学

アメリカ TOEFL lTP525点、TOEIC650点以上
約102万円(4カ月)
約174万円(9カ月)

5 ボストン大学 アメリカ
CELOP留学はTOEFL lTP400点以上の英語集中講座の他、TOEFL
lTP500点以上でInternational Business Concentrationが履修可

約236万円(4カ月)
約450万円(9カ月)

6
マレー州立大学
※授業料免除枠あり

アメリカ

・全学部：授業料免除での交換留学はTOEFL iBT71点以上。
・経済学部：TOEFL ITP400点以上（語学留学）
　語学留学中にTOEFL475点を取得すれば次の学期から学部専門
　留学が可能
・外国語学部：TOEFL ITP450点以上

語学：
約132万円(4カ月)
語学・専門：
約156万円(10カ月)

7 南イリノイ大学 アメリカ TOEFL lTP450点、⋆⋆TOEIC450/400点以上
約129万円(4カ月)
約236万円(9カ月)

8
レドランズ大学
※授業料免除交換留学

アメリカ TOEFL lTP550点（iBT79点）以上 約221万円(10カ月)

9
ミドルテネシー州立大学
※授業料免除交換留学

アメリカ TOEFL lTP500点以上
約89万円(4カ月)
約155万円(10カ月)

10 ポートランド州立大学 アメリカ

専門留学：TOEFLlTP527点以上

語学留学(lELP)：TOEFL450/400(経)点以上 ⋆⋆TOEIC450/400点以上

短期体験型留学プログラム(宿泊先ホームステイ）：TOEFLなしでも
参加可

約223万円(6カ月 寮)
約208万円(6カ月 ホーム
ステイ)

11 オレゴン大学 アメリカ TOEFL lTP450点、⋆⋆TOEIC450/400点以上
約199万円(秋6カ月)
約179万円(春5カ月)

12 ランガラ・カレッジ カナダ
経済学部　：TOEFL lTP400点、TOEIC400点以上
外国語学部：TOEFL lTP450点、TOEIC450点以上

約130万円(4カ月)
約176万円(6カ月)

13
プリンス・エドワード島
大学

カナダ TOEFL lTP450点、⋆⋆TOEIC450/400点以上
約128万円(4カ月)
約172万円(6カ月)

14
リーズ大学
ランゲージセンター

イギリス TOEFL lTP450点、TOEIC450点以上
約156万円(秋6カ月)
約133万円(春5カ月)

15
イェーナ・フリードリヒ・
シラー大学

ドイツ

ヨーロッパ共通言語参照枠（CEFR)A1レベルのドイツ語力があると
認められること（検定試験の合否、授業成績などから総合的に判断
する）。留学前にドイツ語基礎演習ⅢまたはⅣを修了していること
英独プログラム：ドイツ語ⅢまたはⅣを修了していること

TOEFL lTP450点以上、⋆⋆TOEIC450/400点以上(春500点以上)

約73万円(5カ月)
約124万円(10カ月)

16
ハレーヴィッテンベルク・
マルチン・ルター大学

ドイツ

留学前までにドイツ語基礎演習Ⅲを修了し、CEFR・B1試験に合格ま
たは同等の能力を持つと判断される者(ZD試験合格者等)
※他専攻の学生は留学前に「ドイツ語ⅢまたはⅣ」を修了している
こと。TOEIC600点以上でGPAが1.5以上であること。

約106万円(10カ月)

留学提携先⼤学① 



 
★★英語 2専攻の学生は、2年生で留学する場合、申込時に TOEIC400 点以上で、累計 GPA1.5 以上であること。3年生で留学す

る場合は、TOEIC450 点以上で累計 GPA1.5 以上であること。 

 

No. 大学名 所在地 資 格
留学費用
(概算)

17 ロストック大学 ドイツ 約130万円(10カ月)

18 レーゲンブルク大学 ドイツ 約78万円(5カ月)

19 ヴッパータール大学 ドイツ
約70万円(5カ月)
約116万円(10カ月)

20 マールブルク大学 ドイツ
約71万円(5カ月)
約120万円(10カ月)

21 フォンティス応用化学大学 オランダ TOEFL lTP450点以上
約69万円(4カ月)
約128万円(11カ月)

22
ヴィッテン・
ヘアデッケ大学

ドイツ TOEFL lTP500点以上
約68万円(5カ月)
約123万円(10カ月)

23 クイーンズランド大学 オーストラリア
TOEFL lTP450点以上（経済学部の学生は400点以上）
語学+インターンシップ：TOEFL lTP475点以上

約192万円(6カ月)

24 サザンクロス大学 オーストラリア TOEFL lTP450点以上(語学・経）TOEFL ITP500点以上（専門・経）
約123万円(4カ月)
約293万円(12カ月)

25
淡江大学
※授業料免除枠あり

台湾

・中国語専攻：中国語基礎演習ⅢまたはⅣを修了していること
・中国語・グローバルコミュニケーション専攻
　　　　　　：中国語基礎演習Ⅳを修了していること
・他専攻：中国語ⅢまたはⅣを修了していること。
　　　　　TOEFL lTP470点またはTOEIC550点以上

約48万円(5カ月)
約91万円(10カ月)

26 国立屏東大学 台湾
2年次以上。ただしJIC専攻以外の学生は、日本語教員養成課程副
コース及び日本語教育・国語教育副専攻の履修者で3年次以上

約13万円(1カ月)

27 天津財経大学 中国

・中国語専攻:中国語基礎演習ⅢまたはⅣを修了していること
・中国語・グローバルコミュニケーション専攻
　　　　　　：中国語基礎演習Ⅳを修了していること
・他専攻：中国語Ⅲまたは中国語Ⅳを修了していること

約54万円(6カ月)

28 天津理工大学 中国

・中国語専攻:中国語基礎演習ⅢまたはⅣを修了していること
・中国語・グローバルコミュニケーション専攻
　　　　　　：中国語基礎演習Ⅳを修了していること
・他専攻：中国語Ⅲまたは中国語Ⅳを修了していること

約53万円(6カ月)

29
西安外国語大学
※授業料免除枠あり

中国

・中国語専攻:中国語基礎演習ⅢまたはⅣを修了していること
・中国語・グローバルコミュニケーション専攻
　　　　　　：中国語基礎演習Ⅳを修了していること
・他専攻：中国語Ⅲまたは中国語Ⅳを修了していること
・専門留学の場合：新ＨＳＫ4級以上

約40万円(6カ月)
約70万円(10カ月)

30
サイアム大学
※授業料免除交換留学

タイ TOEFL lTP470点、TOEIC500点以上 約20万円(4カ月)

31
バヤップ大学
※授業料免除交換留学

タイ TOEFL lTP500点、TOEIC585点以上 約31万円(11カ月)

32
ナレースワン大学
※授業料免除交換留学

タイ TOEFL lTP470点、TOEIC500点以上
約26万円(5カ月)
約38万円(10カ月)

33
釜山外国語大学校
※授業料免除交換留学

韓国
英韓クロス留学：TOEFL lTP450点　⋆⋆TOEIC450/400点以上

　　　　　　　　留学時点で韓国語Ⅰ～Ⅲを履修済みの者。
韓国語プログラム：韓国語ⅢまたはⅣを修了していること

約23万円(4カ月)
約44万円(10カ月)

34
ナンヤン・ポリテクニック
※授業料免除交換留学

シンガポール TOEFL lTP480点以上 約62万円(5カ月)

35
パーペチュアル・ヘルプ大
学　※授業料免除交換留学

フィリピン TOEFL iBT61点、TOEIC600点または英検2級以上 約86万円(11カ月)

ヨーロッパ共通言語参照枠（CEFR)A1レベルのドイツ語力があると
認められること（検定試験の合否、授業成績などから総合的に判断
する）。留学前にドイツ語基礎演習ⅢまたはⅣを修了しているこ
と。

※【ロストック大学以外】他専攻の学生は、留学前に「ドイツ語Ⅲ
またはドイツ語Ⅳ」を修了していること。TOEIC600点以上でGPAが
1.5以上であること。

留学提携先⼤学② 


