2016(平成 28)年度秋学期出発協定校留学募集要項
【説明会日程】 ※留学希望者は募集説明会の出席が必須です。
日時

説明する大学

場所

4 月 11 日（月）

カリフォルニア州立大学チコ校（アメリカ）

12：15～12：55

セント・ラサール大学（フィリピン）

4 月 12 日（火）

マニトバ州立大学（カナダ）

12：15～12：55

モナシュ大学（オーストラリア）

2141 教室
2141 教室

【プログラム概要】
カリフォルニア州立大学

期間

【半年】2016 年 8 月中旬～12 月中旬
【1 年間】2016 年 8 月中旬～2017 年 5 月中旬

チコ校

費用＊
内容

【半年】約 120 万円

【1 年間】約 220 万円

※ホームステイ滞在

ALCI と呼ばれる英語集中プログラムに参加します。必修科目として、英語における 4 技
能（リスニング、リーディング、ライティング、スピーキング）に加えて文法の授業を受講しま
す。その他に、選択科目を受講でき、American Idioms やビジネス英語等の勉強をする

留学先：アメリカ合衆国

こともできます。また、一定の条件を満たすと、正規学部生の授業を聴講できるチャンスも

カリフォルニア州
チコ市

あります。

備考

チコへの留学に必要な手続きに関して、募集説明会で配付する資料を熟読してください。
目安レベル：TOEIC スコア 380 点以上

セント・ラサール大学

期間
費用＊
内容

【半年のみ】2016 年 9 月上旬～12 月中旬
約 95 万円

※学生寮滞在

1 日 4 時間のマンツーマン授業と 2 時間のグループレッスンを受講します。フィリピン留学
の最大の特徴であるマンツーマン授業を通じて、初級レベルでは確実な基礎力向上を目

留学先：フィリピン

指し、中級レベルではコミュニケーション能力の向上を目指して勉強します。また、一定の

ネグロス島
バコロド市

マニトバ州立大学

条件を満たすと、正規学部生の授業を履修できるチャンスもあります。

備考

目安レベル：英語初級～中級者

期間

【1 年間のみ】2016 年 9 月上旬～2017 年 8 月下旬

費用＊
内容

■学生寮滞在 ： 約 330 万円 ■ホームステイ滞在 ： 約 290 万円

※いずれかを選択

IEP と呼ばれる英語集中プログラムに参加します。リスニング、リーディング、ライティン
グ、スピーキングといった英語の 4 技能の他に、発音や文法についても学びます。アクティ
ビティが盛んで、Language Partner と英会話を通じて交流する場も設けられています。

留学先：カナダ
マニトバ州
ウィニペグ市

モナシュ大学

また、一定の条件を満たすと、正規学部生の授業を履修できるチャンスもあります。

備考

目安レベル：TOEIC スコア 350 点以上

期間

【半年のみ】2016 年 8 月中旬～2017 年 2 月上旬

費用＊
内容

約 135 万円

※ホームステイ滞在

ME と呼ばれる英語集中プログラムに参加します。英語における 4 技能（リスニング、リー
ディング、ライティング、スピーキング）を重点的に網羅する授業や、アカデミックスキルに
フォーカスする授業を通してより高度な英語力を身につけます。ディベートやプレゼンテー
ション等、学生主体の活発な授業展開が ME の特徴です。

留学先：オーストラリア

備考

モナシュ大学への留学希望者は以下の条件を満たす必要があります。

ヴィクトリア州

①出願時に TOEIC スコア 300 点以上を取得していること

メルボルン市

②現地に PC もしくはタブレットを持参すること

＊研修費・宿泊（食事付き）・航空運賃・海外旅行保険・ビザ申請費用等を合わせた概算額であり、各種料金の変更や為替変動により
費用は大幅に変わる可能性があります。費用には個人的費用（通学交通費・小遣い・電話代・超過手荷物料金・自由行動時に伴う
費用・教材費などの現地諸経費）は含まれていません。

【奨学金制度】 ※2017 年度留学より条件が変わります。
留学奨励奨学金

GPA2.3 以上もしくは TOEIC スコア 300 点以上で面接試験優良者には、留学中の本学学費の内授業
料相当額を免除。

国際交流特待奨学金

※授業料以外の諸経費は免除外

2 年次留学であれば TOEIC スコア 500 点、3 年次留学であれば TOEIC スコア 600 点、4 年次留学
であれば TOEIC スコア 650 点以上、を満たし、出願直前のセメスターの授業出席が良好であること、
且つ、面接試験優秀者の若干名に授業料免除に加えて給付金を支給。
※1 年留学で 60 万円、半年留学で 30 万円

※奨学生に選出された学生は本学の代表として、学習面はもちろんのこと、現地の生活や文化を積極的に吸収し、留学を修了できるよう努めなければ
なりません。留学中に留学資格が取り消されたり、所定のプログラムを修了できなかった場合は奨学金を返還していただきます。

【出願方法】
1.

提出先：国際教育センター（連携教育推進課）に出願書類 7 点を提出

留学資格

 学部生：1 年以上在学し、前年度までの在学期数に 15 単位を乗じた単位数を修得していること
 短大生：1 学期以上在学し、在学期数に 15 単位を乗じた単位数を修得していること
※2016 年度春学期終了時点で修得単位数が上記条件に満たない場合は留学資格取消

2.

出願書類

① 留学願：照会者 3 名（本学教員）の署名がされていること
 1 名はクラス担任から署名をもらうこと
 残り 2 名の照会者のうち 1 名は専任教員、もう 1 名は英語を担当している教員（非常勤可）から署名をもうらことが望ましい
② 留学計画書：写真貼付
③ 保証人留学同意書
④ 健康調査報告書
⑤ 語学能力を証明する書類：直近に受験した TOEIC スコアのコピー
⑥ 成績通知書コピー：2015 年度秋学期までのもの
⑦ 時間割表：2016 年度春学期の自分の時間割を明記
※上記①、②、③、④、⑦之様式は本学 HP からダウンロード・印刷できます。
（http://www.sagami-wu.ac.jp/ ⇒ キャンパスライフ ⇒ 国際交流）

3.

出願期間
 4 月 21 日（木）、22 日（金）、25 日（月） 9:00～17：00

4.

※3 日間のみ。期間厳守。

選考スケジュール
 出願者全員に対し、2 回面接を行います。（国際教育推進委員会の教員が学力と英語力、留学への適性を審査します。）
※面接の日時は、出願時にお知らせします。
 結果発表：5 月中旬に学生保証人宛に通知送付

【協定校留学に参加するにあたって】
現地大学できちんと授業に出席し、所定のプログラムを修了することは大前提ですが、その他にも、留学決定後から帰国後まで
にわたる義務があります（下記は一例です）。
・留学前のガイダンスへの出席（5 回程予定）
・留学先大学において定められたプログラムに参加し、単位を取得
・留学中の中間レポート提出（3 回（1 年間留学）、2 回（半年留学））
・帰国後の留学終了報告
・国際交流ガイドブックへ等の原稿や写真の提供

お問合せ先
相模女子大学・相模女子大学短期大学部

・後輩留学生のガイダンスへ出席し、留学体験をもとにしたアドバイス

国際教育センター

＊制度としての留学に付随する責任をしっかりと果たすことが求められます。

（連携教育推進課）

