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は じ め に

　今日、日常生活において「グローバル化」が急激に進んでいます。海外に出てゆく

機会も頻繁で、社会ではより優れた国際感覚が求められます。

　本学の海外留学や語学研修制度は、外国語の運用能力の養成を第一に掲げるもので

すが、同時に異文化の中で生活しながら、自然や風土に接してその国の歴史や文化

を学んだり、具体的な場面を通じて異なる背景を持つ人たちと交流したりすることに

よって、互いの理解を深めることや、こうしたさまざまな体験を通じて学生諸君の人

間的成長を強く促すことも重要な目標としています。また、短期研修においても、そ

れぞれの目的に応じた異文化交流が経験できます。これらは、本学の理念である「共

生とコミュニケーション」と深く結びついています。

　多くの学生が吸収力旺盛なこの時期に貴重な体験を積み重ねることで、大きく成長

することを願っています。
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1 留学制度・海外短期研修プログラムの種類

（1）留学制度

対
象 種　　類 概　　　　　　　要 国・地域

全
キ
ャ
ン
パ
ス

交換留学 
（２ページへ）

本学と協定を結んでいる海外の協定校へ交換留学
生として半期（1 学期間）留学する制度です。 
留学先の学納金は免除されます。

中国 
台湾 
韓国

半期留学 
（４ページへ）

半期（1 学期間）語学留学をする制度です。 
留学先及び東京成徳大学の学納金納入が必要にな
ります。最長１年間を限度とし、本学の在学年数
に通算します。

アメリカ 
カナダ 

オーストラリア 
中国 
台湾 
韓国

インターンシップ 
付き半期留学 

（７ページへ）

半期（１学期間）語学留学と、さらに 1 ～ 2 週間
のインターンシップ（職場体験）に参加ができます。 
留学先及び東京成徳大学の学納金納入が必要にな
ります。最長１年間を限度とし、本学の在学年数
に通算します。

英語圏 
韓国

※留学期間は、1 年を限度として在学年数に算入できます。

（2）海外短期研修プログラム

対
象 種　　類 概　　　　　　　　要 国・地域

全
キ
ャ
ン
パ
ス

英語圏短期語学研修 
（９ページへ） 春季・夏季休業中、現地で２～３週間の研修を行

います。

英語圏

台湾短期語学研修 
（９ページへ）

台湾

韓国短期語学研修 
（10 ページへ）

2 月～ 3 月に、2 ～ 3 週間の研修を行ないます。 韓国

（3）個人留学

上記の（１）と（２）の留学に該当しない留学については、渡航前に巻末書類「海外留学等に
関する届出」をグローバル教育センター事務局（６号館・１階）に提出してください。



－2－ －3－

2 交換留学について

《概要》

　本学の代表として、協定校の交換留学生として派遣され、授業を受講できる留学制度です。

また、派遣先の学納金が免除されます。

《参加資格》

交換留学生・半期留学生参加資格（６ページ）を確認してください。

（４年生は担任教員に相談すること）

　

《留学期間・募集人数》

　・半期（最長 1 年間）

　・募集人数は留学先によって異なります。

　　詳細は、交換留学先一覧（３ページ）を確認してください。

《学費》

留学先授業料免除（本学の学納金は納入する必要があります。）

※旅費、宿舎費、生活費等は自己負担となります。

《申込期間》

留学時期 申　　　込　　　期　　　間

2022年度秋冬期 2021年度後期成績公開日～2022年４月末日

2023年度春夏期 2022年度前期成績公開日～2022年９月末日

《申込方法》

本ハンドブックを熟読し、担任教員へ相談のうえ、以下の申込窓口へ申込期間内に次の書類を

提出してください。

【必要書類】　①留学申込書、誓約書　　

　　　　　　②語学検定試験取得を証明できる書類（取得者のみ）　

《選考方法》

留学申込書に保護者、学部長、学科長、担任教員より許可（印）をもらい、申込期間までに申

込窓口へ提出をして下さい。複数の応募がありましたら、プログラムの選考を行います。また、

すべての選考を通過した学生は、本学を通して協定校へ手続きを行ないます。

※本誌にある留学に参加中の者が延長を希望する場合、再度「留学申込書」を提出してください。

《申込窓口》　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　《問い合わせ先》

　　グローバル教育センター事務局（６号館・１階）  　　Global-Education@tsu.ac.jp
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《交換留学先一覧》

国
・
地
域

留学先

学
　
　
期

募
集
人
数

留学期間 留学先
大学 
授業料

滞在費 概算費用
本学
学納金

開始 終了

中
　
国

華東師範大学

秋冬

1名

2022年
9月上旬

2023年
1月中旬

免除

約23万円 約76万円

【前期分】 
￥522,500 

 
 

【後期分】 
￥512,500

春夏 2023年
2月中旬

2023年
6月下旬

台
　
湾

開南大学

秋冬

3名

2022年
8月下旬

2023年
1月下旬

約18万円 約71万円

春夏 2023年
2月下旬

2023年
7月下旬

韓
　
　
　
国

慶煕（キョンヒ）
大学校

秋冬

2名

2022年
8月下旬

2022年
12月下旬

約72万円 約125万円

春夏 2023年
2月下旬

2023年
6月下旬

白石（ベクソク） 
大学校

秋冬

1名

2022年
8月下旬

2022年
12月下旬

約40万円 約93万円

春夏 2023年
2月下旬

2023年
6月下旬

嘉泉（ガチョン） 
大学校

秋冬

3名

2022年
8月下旬

2022年
12月下旬

約40万円 約93万円

春夏 2023年
2月下旬

2023年
6月下旬

●上記の留学先は、過去に実績のある大学を掲載しています。
　その他の協定校については、グローバル教育センターへお問い合わせください。
●「滞在費」は各大学等が提供するホームステイや学生寮の概算費用です。留学先によって滞在方法は異なります。
●留学先大学によって 1 学期の期間が異なります。
●航空券、海外留学保険、交通費、ビザ申請費用、生活費（お小遣い）などが別途かかります。
●上記金額は概算額です。留学参加時点で費用が変更される場合があります。
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3 半期留学について

《概要》

外国語運用能力を身に付けるための語学留学制度です。留学先大学の語学コースを受講します。

また、半期留学を通して、留学先の国の文化や生活習慣を体験するとともに、世界各国からの

留学生と交流し、多様な文化や考え方を学びます。

《参加資格》

交換留学生・半期留学生参加資格（６ページ）を確認してください。

（４年生は担任教員に相談すること）

　

《留学期間・募集人数》

　・半期（最長1年間）

　・募集人数制限なし

《学費》

留学先授業料は自己負担（本学の学納金も納入する必要があります）

※旅費、宿舎費、生活費等は自己負担となります。

《申込期間》

留学時期 申　　　込　　　期　　　間

2022年度秋冬期 2021年度後期成績公開日～2022年５月末日

2023年度春夏期 2022年度前期成績公開日～2022年11月末日

《申込方法》

本ハンドブックを熟読し、担任教員へ相談のうえ、以下の申込窓口へ申込期間内に次の書類を

提出してください。

【必要書類】　①留学申込書、誓約書　　

　　　　　　②語学検定試験取得を証明できる書類（取得者のみ）　

留学申込書に保護者、学部長、学科長、担任教員より許可（印）をもらい、申込期限までに申

込窓口へ提出をして下さい。その後、グローバル教育センター教職員の指示に従って、提出書

類を揃え、本学や外部機関を通じて手続きを行ないます。

※本誌にある留学に参加中の者が延長を希望する場合、再度「留学申込書」を提出してください。

《申込窓口》　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　《問い合わせ先》

　　グローバル教育センター事務局（６号館・１階）  　　Global-Education@tsu.ac.jp
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《半期留学先一覧》

国
・
地
域

留学先 学期
留学期間 留学先大学 

授業料
滞在費

留学費
用概算

本学 
学納金

開始 終了

ア
メ
リ
カ

セイクリッドハート大学 
（コネチカット州）

秋冬 2022年8月中旬 2022年10月下旬
約21万円 約29万円 約50万円

【前期分】 
￥522,500 

 
 

【後期分】 
￥512,500

春夏 2023年3月下旬 2023年5月上旬

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア

ディーキン大学 
（メルボルン）

秋冬 2022年8月中旬 2022年10月下旬
約40万円 約30万円 約70万円

春夏 2023年3月下旬 2023年5月下旬

ビクトリア大学
（メルボルン）

秋冬 2022年8月中旬 2022年11月上旬
約38万円 約20万円 約58万円

春夏 2023年3月中旬 2023年6月上旬

サザンクイーンズランド大学 
（トゥーンバ）

秋冬 2022年9月中旬 2022年11月下旬
約35万円 約21万円 約56万円

春夏 2023年4月下旬 2023年7月上旬

カ
ナ
ダ

ランガラ大学 
（バンクーバー）

秋冬 2022年9月上旬 2022年10月下旬
約30万円 約20万円 約50万円

春夏 2023年4月下旬 2023年6月中旬

ヨーク大学 
（トロント）

秋冬 2022年9月上旬 2022年10月下旬
約33万円 約17万円 約50万円

春夏 2023年3月下旬 2023年4月下旬

台
湾 開南大学

秋冬 2022年9月上旬 2023年1月下旬
約19万円 約18万円 約37万円

春夏 2023年2月上旬 2023年7月下旬

韓
国

梨花（イファ） 
女子大学校

秋冬 2022年9月上旬 2023年2月下旬
約35万円 約72万円 約107万円

春夏 2023年3月上旬 2023年8月下旬

慶煕（キョンヒ） 
大学校

秋冬 2022年9月上旬 2023年2月下旬
約35万円 約72万円 約107万円

春夏 2023年3月上旬 2023年8月下旬

漢陽（ハニャン） 
大学校

秋冬 2022年9月上旬 2023年2月下旬
約34万円 約72万円 約106万円

春夏 2023年3月上旬 2023年8月下旬

延世（ヨンセ） 
大学校

秋冬 2022年9月上旬 2023年2月下旬
約36万円 約72万円 約108万円

春夏 2023年3月上旬 2023年8月下旬

建国（コングク） 
大学校

秋冬 2022年9月上旬 2023年2月下旬
約34万円 約72万円 約106万円

春夏 2023年3月上旬 2023年8月下旬

●留学先大学の事情等により、受入要件が変更される場合があります。
●上記留学先の他に、イギリスの大学やコミュニティカレッジを含むアメリカの大学もあります。グローバル教育セン

ターで、最新の情報を確認して下さい。
●語学授業だけではなく、現地大学の正規授業を希望する場合は、ＧＰＡや指定の語学能力試験の結果を必要とする大

学もあります。
●「滞在費」は各大学等が提供するホームステイや学生寮の概算費用です。留学先によって滞在方法は異なります。
●留学先大学によって1学期の期間が異なります。上記の概算費用は１学期分となります。
●航空券、海外留学保険、交通費、ビザ申請費用、生活費（お小遣い）、エージェント手数料が発生する大学などは別途
　費用がかかります。
●上記金額は概算額です。留学参加時点で費用が変更される場合があります。
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《交換留学生・半期留学生参加資格》 
以下は留学参加に必要な要件です。

１．「交換留学」 参加資格
次の条件をすべて満たしていること

(1) 留学時に 2 年次以上の学生であること
(2) 次の留学先毎の条件を満たしていること

「韓国」学内韓国語能力試験 に合格し、次のいずれかに該当する学生
・慶熙(キョンヒ）大学校（韓国）：韓国語能力試験(TOPIK)3級以上、又はハングル能力検定3

級以上
・白石（ベクソク）大学校（韓国）：韓国語能力試験(TOPIK)３級以上

「中国・台湾」次のいずれかに該当する学生
累計 GPA 値
( 申込時点 )

語学能力

2.8 以上 ―

2.5 以上
中国語検定試験 4 級以上、又は HSK2 級以上、又は学内中国語能力試験
に合格

2.0 以上
中国語検定試験 3 級以上、又は HSK3 級以上、又は学内中国語能力試験
に合格

※学内能力試験の実施日時・場所については別途掲示にて連絡します。
※留学先大学が定める条件がある場合、その条件を満たしていること。

(3) 留学先での勉学に対する意欲があること　
(4) 当該納入期限までに学納金を完納していること　※延納・分納は、完納と認めない

２．「半期留学」 参加資格
次の条件をすべて満たしていること

(1) 渡航前に１年次後期の定期試験を受験していること
(2) 留学先での勉学に対する意欲があること　
(3) 当該納入期限までに学納金を完納していること　※延納・分納は、完納と認めない
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4 インターンシップ付き半期留学について

《概要》

英語圏又は韓国の大学での語学研修、現地企業等で約2週間のインターンシップを体験すること

ができる留学制度です。

《参加資格》

・留学を希望する学生で、留学満了日において在籍していること。

《留学期間・募集人数》

　・半期（1学期間）　

　・募集人数制限なし

※インターンシップは、基本的に語学留学終了後に、約2週間の日程で行われますが、希望する

インターンシップ先との調整により、実際の日程は変更となる場合があります。

《学費》

留学先授業料は自己負担です。（本学の学納金も納入する必要があります）

※旅費、宿舎費、生活費等は自己負担となります。

《申込期間》

留学時期 申　　　込　　　期　　　間

2022年度秋冬期 2021年度後期成績公開日～2022年５月末日

2023年度春夏期 2022年度前期成績公開日～2022年11月末日

《申込方法》

本ハンドブックを熟読し、担任教員へ相談のうえ、以下の申込窓口へ申込期間内に次の書類を

提出してください。

【必要書類】　留学申込書、誓約書

《選考方法》

留学申込書に保護者、学部長、学科長、担任教員より許可（印）をもらい、申込期間までに申込

窓口へ提出をして下さい。

すべての選考を通過した学生は、担当教員の指示に従って、提出書類を揃え、本学や外部機関

を通じて手続きを行ないます。

《申込窓口》　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　《問い合わせ先》

　　グローバル教育センター事務局（６号館・１階）  　　Global-Education@tsu.ac.jp
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《インターンシップ付き半期留学先一覧》

国
・
地
域

留学先 学期
留学期間 留学先

大　学 
授業料

滞在費
留学費用

概　　算

本　学

学納金

開始 終了

オ
ー
ス
ト 

ラ
リ
ア

ディーキン大学 
（メルボルン）

秋冬 2022年 
8月

2023年 
1月 約175万円

【前期分】
￥522,500

【後期分】
￥512,500

春夏 2023年 
3月

2023年 
8月 約165万円

韓
国

延世（ヨンセ） 
大学校

秋冬 2022年 
9月上旬

2023年 
2月下旬

約36万円 約72万円 約108万円

春夏 2023年 
3月上旬

2023年 
8月下旬

建国（コングク） 
大学校

秋冬 2022年 
9月上旬

2023年 
2月下旬

約34万円 約72万円 約106万円

春夏 2023年 
3月上旬

2023年 
8月下旬

●上記の留学先は、過去に実績のある大学を掲載しています。

　半期留学プログラム等の留学先（英語圏・韓国）で、受け入れ可能なインターンシップ先がある場合もあります。

　グローバル教育センターで確認して下さい。

●「滞在費」は各大学等が提供するホームステイや学生寮の概算費用です。留学先によって滞在方法は異なります。

●航空券、海外留学保険、交通費、生活費（お小遣い）などが別途かかります。

●ディーキン大学の費用には航空券、海外留学保険、その他サポート費用が含まれます。

●上記金額は概算額です。留学参加時点で費用が変更される場合があります。

●留学先大学によって1学期の期間が異なります。
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5 海外短期研修プログラムについて

　本学で実施している研修制度です。留学制度とは異なり、1～3週間程度の短期間で実施されます。
なお、最少催行人数に達しない場合は、中止となる場合があります。

①英語圏短期語学研修

《概要》

英語圏への短期語学研修を実施します。研修内容は以下のとおりです。
・2～3週間のホームステイ
・現地大学での英語の授業
　※参加人数により他国や他大学の学生と一緒に実施する場合があり
・文化体験
・週末の学外研修
・平日午後のアクティビティー

《研修期間》

・春季休暇中
・夏季休暇中

《概算費用》

・30～55万円程度
※過去の実績による参考額（授業料・滞在費・航空運賃込み）

《申込窓口》　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　《問い合わせ先》

グローバル教育センター　　　　　　　　　　　　　　Global-Education@tsu.ac.jp

②台湾短期語学研修

《概要》

台湾への短期語学研修を計画しています。中国語・英語の集中的な授業や様々な施設等
見学、文化体験を通し、中国語・英語運用能力の向上、知識や視野の拡大を図ることを
目的とします。開南大学の協定校限定の中国語・英語の語学研修に参加します。
※１校３名程度の人数制限が設定される場合があります。参加希望者が多い場合は、選
考等により参加者を決定します。

《研修期間・募集人数》

・8月中旬～下旬実施予定　  　定員：中国語 50名（最少催行人数：12名）（2019年度例）
　　　　　　　　　　　　　 　　　 英語　 50名（最少催行人数：12名）（2019年度例）
※詳細が決まり次第、周知します。

《概算費用》

・航空運賃：15～20万円程度
・研修費用：約62,000円（2019年度例）

《申込窓口》　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　《問い合わせ先》

グローバル教育センター　　　　　　　　　　　　　　Global-Education@tsu.ac.jp
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③韓国短期語学研修

《概要》

韓国への短期語学研修を実施しています。韓国の大学において、集中的に韓国語を学習し、
体験的な韓国文化授業を受講します。韓国語によるコミュニケーション能力の向上と韓
国社会や文化への理解を深めることを目的としています。

《研修期間・募集人数》

・未定（長期休暇期間）

《概算費用》

・未定

《申込窓口》　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　《問い合わせ先》

グローバル教育センター　　　　　　　　　　　　　　Global-Education@tsu.ac.jp
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■ 慶煕（キョンヒ）大学校  （韓国）：交換留学 国際言語文化学科　F.R.（2年次参加）

　初めは慣れない韓国での生活に戸惑いましたが、友人の支えもあり乗り
越えることができました。生まれてから親元を離れて生活したことがなかっ
た私は、この留学を通して自立することができるようになったと思います。ま
た、改めて親のありがたみにも気付かされました。両親の支えがあって学ぶこ
とができているのだと思うと、韓国語の勉強にもより真剣に取り組むことが
できました。慶熙大学で出会った友達は、ルームメイトとして一緒に暮らした
こともあり、今では家族のように強いきずなで結ばれていると思います。彼
女が勉強に真剣に取り組む姿を見て、私は韓国で今までの人生で一番とい
えるほどテスト勉強を頑張りました。マレーシア、ドイツ、中国、フィンランド
など世界各国から来ている留学生の友達を通して、その国の文化について

教えて貰い、興味を持ちました。今でも頻繁に連絡を取り合っており、彼女たちと出会うことができたことは私の人
生でかけがえのない経験だったと日々感謝しています。
　留学を通して韓国語の能力の向上だけでなく、人として強く成長できたと実感しています。この留学生活をこれ
から最大限に生かし、残りの大学生活を悔いなく過ごしたいです。

■ 白石（ベクソク）大学校  （韓国）：交換留学 国際言語文化学科　O.M.（3年次参加）
　当初、韓国に旅立ち留学するという実感もないまま韓国に到着しました。
最初の頃は、国際交流所の方や宿舎の事務局の方、保健所での検査の会話や
タクシーの運転士との会話まで、かなり神経を使って聞き取ろうと必死でした。
聞き取れないこともあったので、最初は少し不安でしたが、3週間ほどで耳が慣
れてきて聞き取りも不安ではなくなり、同じ日本人の留学生が助けてくれたこと
もあり、積極的に会話することができるようになりました。開講まで2週間程度
あったので、それまでは旅行気分もありましたが、生活に必要なものを揃えたり、
毎回自分たちで食事をどうするか考えたり、留学生活に必要な手続きをしていく
中で、段 と々「留学」という意識が高まっていきました。
　授業が始まるまで韓国人の学生との交流がなかったので、ずっと友達ができ
なくて不安でした。ですが学部生の授業での交流や、日本語学科の新入生歓迎

会に参加したことで友達がたくさんできました。それからは一緒に食事に行ったり、みんなでソウルに遊びに行ったりと、
たくさんの思い出を作ることができました。いつも宿舎でお互いの言語で会話したり、文化の違いを話したり、お互いの
課題や試験範囲について教え合ったりして、色々なことを学ぶことができたと思います。
　個人的な印象では、韓国の学生は積極的な人が多いので、困っていれば親しい関係でなくてもすぐ声をかけてくれたり、
試験についても細かく教えてくれたりしました。それに比べると、普段は気づかないですが日本人はシャイで、少々消極
的であるのかなと感じました。また、日本では人前で意見をすることや発言することは少し抵抗があり、我慢しなけれ
ばならない雰囲気を感じるような気がします。ですが韓国では、堂 と々発言することができ、自分を表現することが自由
な印象を受けました。私は分からないことがあるとき、聞くことを躊躇う場合が多かったのですが、留学生活を送りなが
ら、聞くことは怖くないという意識が生まれ、分からないことをその場ですぐ聞けるようになりました。
　このおよそ半年でだいぶ慣れたのか、日本に帰ってきた今も右側通行が抜けなかったり、ものを受け取るときなどに
左手を添えてしまったりすることが多いです。このような細かな文化は、その国に住んで生活してみないと身につかない
ことだと思います。それが身についたことは嬉しいことです。
　最後にこの留学を通して、少なからず自立できたと思いました。家では親に頼りがちですが、助けてくれる親はいない
ので、自然と自分でしなければいけない環境が自分を成長させてくれるいい経験値になったと感じます。自分の留学を
支えてくれた様々な方、出会いに感謝しながら、これからの人生に「留学」という経験を活かしたいと思います。

6 参加学生体験記

■ 嘉泉（ガチョン）大学校  （韓国）：交換留学 国際言語文化学科　A.M.（2年次参加）

　私は嘉泉大学に交換留学をしました。私自身韓国に行くのは初めてのことだった
ので慣れるまでは本当に辛いことがたくさんありました。なにより辛かったことはや
はり言葉が通じないことでした。韓国語は成徳大学で２年も学び、多少の読み書き
はできる、課題で発音練習も何度もしたから何とかなるだろうと思っていましたが実
際に韓国に行き自分の実力のなさを痛感させられました。
　嘉泉大学では留学生にはバディがつくシステムでしたが、当然バディは韓国人です。
初日からバディと対話する機会がたくさんありましたが、携帯電話の翻訳機は手放
せない状態でした。語学堂に通い始める前の休み期間はバディがつきっきりで補助
をしてくれました。最初はバディと会うときは常に緊張していましたが、私が聞き取
れるようにゆっくり話してくれたり、私が困っているときは必ず助けてくれました。も

ともと日本語に興味がなかったと言っていたバディでしたが、私と過ごすうちに日本語や日本の文化に興味を持つよう
になったと言っていました。覚えたばかりの日本語を使って話しかけてきてくれた時は本当に嬉しい気持ちになりました。
バディが紹介してくれたおかげで韓国人の友達もたくさんでき、語学堂でも新しいことを学べ、嘉泉大学は交通面でも
便利だったので遊びも充実し、本当に良い経験ができました。
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■ 華東師範大学（中国）：交換留学 国際言語文化学科　A.T.（3年次参加）

　私は３年次（2018年）前期に、中国上海市内にある華東師範大学へ交換留学しました。
　２年次後期に韓国へ交換留学していたこともあり、半年ぶりの中国語に慣れず、語学
力が穴抜け状態であることを知り、とても苦労しました。しかし、留学という状況下に
自分を置いたことで、「生き抜くために」自ずと知識を取り入れることが出来ました。また、
周りの留学生はみな「中国語能力の向上心」を持った留学生ばかりで、刺激を受け与え
ながら、学ぶことが出来ました。
　私のいた中山北路キャンパスは、とても広く、緑も多く、安くて量も大満足の食堂
がいくつもあり、図書館、コンビニ、美容院、銀行、病院などの施設がとても充実
しています。私の寮は学外にあったのですが、近くの小さな食堂のママさんがとても愛
想よく、いつも私の大好きなチンジャオロース丼を大盛にしてくれました。それなのに、

値段はなんと200円！とにかく中国の物価は安くてお財布にも優しかったです。また、キャンパスは市の中心部にあるため、
観光地もたくさん見てまわることが出来ます。私は友人と、「休日には必ず外に出て観光して、美味しいものを探して食べる」
というルーティーンを行っていました。
　連休には、南京市へ行って「南京大虐殺記念館」を訪れ、「歴史はしっかり銘記しなければならないが、恨みは記憶すべ
きでない」という生存者の言葉を知り、考えを深めました。またタジキスタンの友人にムスリムの断食期間の話を聞いたり、
ムスリムが安心して食べられるお菓子を試食させてもらうなど、歴史的・文化的・宗教的にも学ぶことが出来ました。
　この留学を通して、多くのことを学び、出会い、知ることが出来ました。自分の知らない世界や、知ったつもりの世界がま
だまだあることを知らされました。苦労もありましたが、今はそれも含めてこの留学生活を経験できて良かったと思っています。

■ 開南大学（台湾）：交換留学 国際言語文化学科　Ｙ.Ｔ.（3年次参加）

　私は3年次後期に、台湾の開南大学へ留学をしました。
　はじめはやはり不安でした。料理を注文する際にも、漢字の羅列にどういった料理か想
像出来ない上に、読み方も分からないといった困難にぶつかりました。しかし、ルームメイ
トや同級生に助けられ、また授業を受けているうちに分かるようになっていきました。日
本で学習していた時よりも、知識量が増えていることを感じることが出来ました。
　交換留学生は、比較的自由に授業の選択が出来ました。中国語の授業も初級、中級、高
級と自分のレベルに合わせて選ぶことが出来ます。先生方も親しみやすく、少人数はもちろ
ん大人数の授業でも気にかけて下さいます。また、留学生のひとりひとりにチューターが付
くので、分からないことは教えてくれます。もちろん彼らは日本語が出来るので、心配はいり
ません。
　不安のひとつであった寮での生活もすぐに慣れました。部屋は四人部屋で、教室棟から
徒歩五分の場所にあります。私のルームメイトは皆、台湾の学生でした。彼女たちは台湾の
風習をたくさん教えてくれました。例えば、立冬には健康でいられるよう栄養のあるものを
食べること、冬至には冬至団子を食べて一歳年を取るということなどです。寮には一寮と二
寮があり、私は二寮でした。二寮では、部屋の中にトイレと浴室がついていますが、一寮では部屋の外にあります。
　また、学校のある桃園は台北に近いので、休日は遊びに行くことが出来ます。私は学校のバスで向かい、一時間とかから
ずに着くことが出来ました。私は、前から行きたかった故宮博物館へ行くことが出来て、とても勉強になりました。
　私は半年間の留学でしたが、語学はもちろん、台湾の文化や習慣など、たくさんのことを学びました。はじめは恥ずかし
がり、中々口に出せなかった中国語が、終わりには抵抗が無くなっていて、これだけでも留学して良かったと思っています。

■ 梨花（イファ）女子大学校  （韓国）：交換留学 国際言語文化学科　T.A.（2年次参加）

　梨花女子大学は大学までの送迎もなく、韓国の地に降り立った瞬間から自力
で生活しなければなりませんでした。もともと一人暮らしをしていたため、一
人の生活に不安はありませんでしたが、やはり異国の地だけあって恐怖心はあ
りました。
　韓国語の授業では、先生の話がすべて韓国語のため、初めは戸惑いました。
韓国語に集中するのに自分でも計り知れないほどの神経を使っていたようで、
授業が終われば疲労が一気に襲ってきてすぐに眠っていました。慣れない言語
で生活することが、これほど疲れることだと実感しましたが、この疲れは、留
学以外では感じられないだろうと思います。日本での勉強だけでは足りないこ

と、留学の意味と重要性を感じました。
　同じ大学の友達が一人もいない環境で、初めは不安しかありませんでした。しかし今ではそれでよかったと思っ
ています。周りを見ていると、同じ国籍同士で固まってしまう友達をよく見ます。悪いことではありませんが、
言語能力を高めたいなら異なる国籍の人たちとつきあう方が良いと思います。周りの友達は熱心に勉強する子が
多く、自分が日本でどれだけのうのうと過ごしていたのか、世界情勢への関心が低かったことを、肌身で感じる
ことができました。これからもこの環境と友達を大切に、挑戦することを忘れず、楽しみたいと思います。
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■ 漢陽（ハニャン）大学校  （韓国）：半期留学 

国際言語文化学科　K.T.（3年次参加）

　韓国語の授業は週4日、1日4時間、隔週で文化体験の授業があり、伝
統舞踊やスキーにも行きました。留学生と漢陽大の学生が交流するサー
クルに入り、旅行やパーティーに参加したり、宿題を教わったりもしま
した。大学内の寮では4人部屋で留学生と一緒に生活しました。親切な人
ばかりでとても心強かったです。
　私が留学して一番強く感じたことは、話すことの大切さです。覚えた
文法や単語を使って話しながら理解することが、上達の近道だということを知りました。
　留学はお金もかかるし、知らない土地での生活に不安を感じる人もいると思いますが、日本では得られな
い貴重な体験が沢山できると思います。

■ ランガラ大学（カナダ）：半期留学 国際言語文化学科　O.Y.（3年次参加）

　僕はカナダに留学しました。ランガラ大学に東京成徳大学から参加する
のは自分一人ということもあり、行く前は不安や緊張をしていたのですが、
いざ始まってみるとすぐに友達と打ち解け、すごく楽しい毎日でした。バン
クーバーは観光できる場所もたくさんあり、休みの日は学校の友達と一緒
によく出かけていました。事情により戻ってくるのが早くなってしまった
のですが「もっといたい！！」と思えるような場所でした。バンクーバーに
は多種多様な人種がいて、いろいろな人と触れることができる場所だと思
います。僕自身、考え方を変えるきっかけをつかんだところでもあります。
日本にいるだけじゃわからないこともたくさんあるということを知りまし
た。短い期間でも実際に自分の目で見て、触れることができる場所にいけたのはとても良い経験になったと思っ
ています。もし少しでも留学してみたいという気持ちがあるのであればやってみて損はないですよ！！留学は英
語だけじゃなくたくさんのことを学べるものなので、ぜひやってみてください。

■ 梨花（イファ）女子大学校  （韓国）：半期留学 国際言語文化学科　A.Y.（3年次参加）

　韓国に来たばかりのときは、自分の韓国語のレベルが思っていたよりも低く、普通の会話もほとんど聞き取る

ことができず、話しかけられても答えることができませんでした。これから生活していけるのか不安でいっぱい
でしたが、学校はとても楽しく、授業も分かりやすいので、すぐ学校生活に慣れることができました。また、学校
で勉強をしていくうちに聞き取れる単語も増え、簡単な短い文は考えなが
ら話せるようになり、自分の語学レベルが上がっていくのを感じることが
できました。色々な国の友達もでき、普通に日本で生活していたら出会うこ
とはあまりない人達がたくさんいるのでとても刺激的で、他の国の友達と
共通語の韓国語を使ってお互いのことや自分の国の文化について話すこと
は、とても新鮮に感じました。分からないことは相談し合い、一緒に勉強し
たり、時には遊びに行ったりできる、そんな友達がいるということがこんな
にも素晴らしいことなのだなと改めて思いました。
　楽しい学校やクラスの友達のおかげでこの半年間はあっという間に過ぎ
ていきました。辛く苦しいこともありましたが、今回の留学を通して学んだことや気づかされたことを今後の自
分の生活に生かすとともに、人との繋がりを大切にしていこうと思いました。自分自身を成長させてくれたので、
留学して本当によかったです。
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■ 慶煕（キョンヒ）大学校（韓国）：半期留学 国際言語文化学科　O.M.（2年次参加）

　留学をしてみて一番感じたことは、実際に現地で勉強することの大切さでし
た。韓国語しか通じない環境にいることで日本にいる時よりも韓国語を習得でき
るペースがとても早く感じました。
　現地で出会った方々は本当にいい方ばかりで、日本人と分かれば日本語で話し
てくれる人も少なくありませんでした。１番嬉しかったのは私と同じ歳くらいの
女性に名前を伝えたら綺麗な名前だね、と言ってくれたことでした。正直心配し
ていた部分もあったのですが、留学生活をしていく中で心配事はなくなりました。
　しかしすべてが良く、私に合っていたわけではありませんでした。特に食事と
環境に慣れることには苦労しました。私は辛い食べ物が苦手なため食堂に行った
時は辛いかどうかを確認していたのですが、辛くないと言われたものでも私に
とっては辛かったです。環境は正直、日本に比べたら綺麗ではないところもあり
ました。最初はこれらが合わず日本に帰りたいと何度も思いました。しかし生活
をしていくと、辛いものにもある程度は慣れ、環境に対しても違和感を覚えるこ

とが少なくなりました。留学の後半は本当に日本に帰りたくない気持ちしかありませんでした。韓国にいれ
ばもっと早く韓国語が上達する、私が１番好きなこと、やりたいことができる、そして何よりも韓国生活が
楽しかったです。

■ 建国（コングック）大学校（韓国）：半期留学 国際言語文化学科　M.S.（2年次参加）

　授業は月曜日から金曜日毎日9時から12時50分までです。1日1課ずつ学び、1
週間に一度復習テストをします。毎日、前日に学んだ課の聞き取りテストもやり
ます。予習復習は必須です。クラスは1級から6級まであり、6級が一番高い級で
す。級の中でもさらにレベル別になっており、だいたい1クラス10人くらいです。
私は2級で日本人4人、中国人7人の11人クラスでした。期末考査ではクラスで一
位を獲得したので、奨学金をいただけることになりました。
　留学生を手助けするため、韓国人学生がバディとしてついてくれるトウミ制度
があります。クラスで3人だけということでしたが、クラスに希望者が少なかっ
たので、希望通りバディを付けてもらうことができました。一歳年下の女性で日
本語を少し話せます。バディとは学期中に少なくとも20時間は会うという決ま
りがあります。
　大学内の湖に橋がかかっており、夜はライトアップされます。毎朝この橋を渡っ
て語学堂まで行っていますが、とても景色がよく、大学の敷地内を散歩するのも
とても心地良いです。
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■ ディーキン大学（オーストラリア）：インターンシップ付き半期留学

 国際言語文化学科　Ｒ・Ｍ（3年次参加）

　私はディーキン大学での語学留学に加えて、老人ホームでインター

シップを行いました。

　毎週末は友人と遊びに出かけたり、私の寮に呼んだりしました。

　学校での授業はとても楽しく積極的な学生も多く刺激を受けました

が、SNSで探して見つけたlanguage exchange eventに自ら参加したこと

が消極的な私にとっては大きな成長でした。それ以来は留学生活がより

楽しくなり充実感が増していきました。

　もしもこのようなものに参加していなかったら、私の英語力を伸ばす

事は出来なかったと思います。様々な国の人がたくさん集まり、気づいたら自然に英語が話せていました。

　留学へ行く前は英語を話すことが怖いと感じていましたが今ではそんな恐怖感もなくなりました。

　オーストラリア留学は、英語力だけでなく自分を成長させてくれました。

■ ヨンセ（延世）大学校（韓国）：インターンシップ付き半期留学

 国際言語文化学科　S.A.（3年次参加）

　韓国には旅行では何度か行ったことあったのですが、やはり留学とな

ると生活習慣ががらりとかわるので生活するのは大変でした。しかし、

留学中はとても楽しく、韓国語に触れる機会が多かったので自然と会話

ができるようになりました。そして韓国の文化や人々との交流、住んで

みることで韓国の現状を知ることができました。短い間でしたが、とて

も実になる留学ができてよかったです。

　インターンシップはWi-Fiのルーターを貸出する会社で行いました。

最初は不安ばかりでしたが、2、3日過ぎるとだいぶ慣れることができま

した。仕事内容は、会社のHPの翻訳やWi-Fiルーターの返品処理と出荷処理でした。署長や課長からもインター

ン中よくしていただいて、社員の方たちとも会社でご飯を食べたりしました。また、企画のアイディア会議

にも参加をさせていただきました。半期留学や交換留学では絶対にできない「会社で働く」という貴重な経

験ができた10日間でした。
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7 大学紹介

アメリカ

セイクリッドハート大学（半期留学）

● 概　要
1963年創立の私立総合大学。ニューヨークからは電車で１時間30分と恵まれた場所に立地。週
末にニューヨークへ足を運ぶ留学生も多い。キャンパスは広大で、充実した学生ラウンジがある。

● 研修地　　
コネチカット州フェアフィールド。富裕層が多く住んでいる所であり、大学周辺の治安はとて
も良好と言える。

● 宿舎等　　ホームステイ
● ＵＲＬ　　https://www.sacredheart.edu

カ ナ ダ

ランガラ大学（半期留学）  

● 概　要
母体となる大学は1964年創立、学生数約26,000人を有する公立短期大学。緑豊かなキャンパス
では、世界各国からの留学生が学び、カナダ人のみならず、留学生たちとの交流も楽しめる。

● 研修地
ブリティッシュ・コロンビア州バンクーバー。カナダ第３の都市にして州最大の港湾都市。日
本との縁も深い太平洋岸の美しい港町。

● 宿舎等　　ホームステイのみ。
● ＵＲＬ　　http://www.langara.bc.ca/

ヨーク大学（半期留学）  

● 概　要
1959年創立、カナダで最大の教養科目群を擁し、MBA（経営学修士）のランキングはカナダで
№１である。英語教育は世界的にも定評があり、英語力が優秀であることが認められれば、学
部の授業も無料で聴講できる。

● 研修地　　
オンタリオ州トロント。カナダで３番目の規模を誇る大学。郊外に立地しているため、周囲の
治安良好。

● 宿舎等　　大学寮またはホームステイ。
● ＵＲＬ　　http://www.yorku.Ca/index.html
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オーストラリア

ディーキン大学（半期留学・インターンシップ付き半期留学）  

● 概　要
1974年創立、ビクトリア州の公立大学で約34,000人の学生、約7,000人の留学生が4つのキャ
ンパスで学んでいる。キャンパスは、小川や緑がある一方、建物は近代的で大変便利。また防
犯対策がしっかりしていて大変安全なキャンパスである。

● 研修地
ビクトリア州メルボルン郊外東部にあり、メルボルンの中心部からはトラムで約45分。世界で
最も住みやすい街に選ばれており、水準の高い大学が複数所在する学生の街でもある。

● 宿舎等　　ホームステイ。
● ＵＲＬ　　http://deakin.jp/

ビクトリア大学（半期留学）  

● 概　要
1916年創立、ビクトリア州にある公立大学で、ビクトリア工科大学として設立された
歴史ある大学である。キャンパスはメルボルンの中心地に位置し、クラスメイトとの
コミュニケーションを通して、『仲間が思いを一つにして、一つのゴールに向かって
進んでゆける組織づくり』への教育にも力を入れている。

● 研修地
ビクトリア州メルボルン。メルボルンの中心部に複数あるシティー・キャンパス。

● 宿舎等　　大学寮またはホームステイ。
● ＵＲＬ　　https://www.vu.edu.au

サザンクイーンズランド大学（半期留学）  

● 概　要
1967年創立、留学先であるトゥーンバキャンパスは、ブリスベンから西へ約130キロ離れたと
ころにあり、自然やスポーツを十分に楽しむことができる。また、大都市に比べて安価な生活
費で滞在することができる。キャンパス周辺には、オーストラリア最大の日本庭園が整備され
ており、親日的な大学である。

● 研修地
クイーンズランド州トゥーンバ。250もの公園を有するオーストラリアのガーデンシティーと
呼ばれる街。

● 宿舎等　　ホームステイ。
● ＵＲＬ　　https://www.usq.edu.au
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中　　国

華東師範大学（交換留学）　

● 概　要
中国政府教育部（省）直属の重点国立大学。人文社会、教育、心理、語学、商学、金融、資源・環境、
スポーツ・健康、生命科学、芸術、ソフトウェア、メディア、情報科学技術、理工など19の学
部からなる。2016年3月現在、学部生約14,000人、大学院修士課程院生約12,000人, 博士課程
院生約3000人。約100 ヵ 国からの留学生約4,200人（語学留学生886人、うち日本人学生88人）。
教職員約4,000人。日本および欧米アジアなど海外150余りの大学、科学研究機関と提携関係と
学術交流がある。

● 研修地
上海市に位置し、中山北路（普陀区）と閔行（閔行区）の２キャンパスあるが、大部分の留学
生は中山北路キャンパスで留学生活を送る。中山北路キャンパスは市の中心地から車でわずか
20分ほどの距離にあり、交通は大変便利で、キャンパス内の美しさは「花園学校」と称される
ほど。
世界遺産「蘇州庭園」などで有名な蘇州市までは高速鉄道で約30分。古都南京市、風光明媚な
無錫市、世界遺産「西湖」のある杭州市、著名な紹興市なども近い。

●宿舎・食事等
四つの留学生寮があるが、第一留学生寮の２人部屋の場合は共用洗面所・浴室、室内は空調、電話、
TV、無料インターネット接続で、一人当たり600円/日（1人なら1200円/日）（1元＝15円の場合、
以下同）。寮の前は食堂、献立は種類が多く、寮費と食費を含む生活費は約５万円で足りる。

● ＵＲＬ　　http://www.ecnu.edu.cn/　　



－19－

台　　湾

開南大学（交換留学・半期留学・短期語学研修）　

● 概　要
台湾北部にあり、応用日本語学科や留学生専用の応用中国語学科を含む人文社会、商学、情報、
観光運輸、健康介護管理の5学部、28の学科・専攻、14の大学院から成る総合大学。学生総数
は約9,700人。アメリカ、イギリス、韓国など15カ国51校の大学と、交換留学を含めた交流協
定を結んでいる。

● 研修地
台北市内へは高速バスで約30分。世界四大博物館の一つである故宮博物院、台湾最古の仏教寺
院の龍山寺、忠烈祠、中正記念堂など文化施設がたくさんある。

●宿舎等
キャンパス内の学生寮は4人部屋で、第1宿舎と第2宿舎がある。第1宿舎は寮費が半年約54,000
円で、インターネット代、水道・光熱費を含み、定額超過分は別途徴収になり、浴室・トイレ
は部屋の外にある。第2宿舎は寮費が半年約65,000円で、インターネット代、水道光熱費を含み、
定額超過分は別途支払いとなり、浴室・トイレは各部屋にある。
大学から徒歩30秒の所に民間の提携マンションがあり、個室で家賃は月約26,000円、インター
ネットと水道代を含み、光熱費は別。敷金2 ヵ月分も必要になる。食費は1日800円程度。

● その他
　　桃園空港から車で約15分。
● ＵＲＬ　　http://www.knu.edu.tw/

韓　　国

慶煕（キョンヒ）大学校 （交換留学・半期留学）

● 概　要 
1949年に創立した総合大学で、開校以来「文化世界の創造」を目標とし、暮らしを豊かにする
ための国民運動を促進してきた。学部生・大学院生あわせて22,000人以上が学んでおり、世界
65力国520校と姉妹協定を締結し学術交流を行なっている。

● 研修地
ソウル市内の東部に位置しており、ソウルの中心部へは地下鉄で20分程度で行くことができる。

● 宿舎等　　・大学寄宿舎利用（2人1室・トイレ・シャワー・キッチン付き）
　　　　・下宿利用（1人部屋・トイレ、シャワー共同）
　　　　・下宿ワンルーム利用（1人部屋・トイレ、シャワー付き）

● ＵＲＬ　　http://www.khu.ac.kr
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白石（ベクソク）大学校 （交換留学）　　

● 概　要
1983年創立、キリスト教精神に基づいた大学。12学部、9大学院、学生数約16,000人で韓国の
中部地方では規模の大きい大学のひとつである。

● 研修地
ソウル中心部から高速バスで1時間程度の、忠清南道天安市に位置する。韓国語を中心に学習す
るが、学外研修や韓国人学生から韓国語を学ぶ授業もある。

● 宿舎等　　大学寄宿舎利用（2人部屋）
● ＵＲＬ　　http://www.bu.ac.kr/

嘉泉（ガチョン）大学校 （交換留学）　　

● 概　要
暻園大学校と嘉泉医科学大学校が統合し、2012年に嘉泉大学校に改名した大学。2つのキャン
パスがあり、グローバルキャンパス(城南市)とメディカルキャンパス(仁川市)がある。グローバ
ルキャンパスは10の学部と51の学科及び７の大学院、メディカルキャンパスは4の学部10の学
科、４の大学院で構成されており、約20,000人以上が学んでいる。2010年には最寄駅と直結し
た韓国最大の地下キャンパスが完工された。

● 研修地
ソウル特別市の南方、ボクチョン(福井)駅から地下鉄ブンダン(盆唐)線で1駅に位置。韓国語の
標準語を学ぶ上で有利な立地にある。

● 宿舎等　　大学寄宿舎利用
● ＵＲＬ　　http://www.gachon.ac.kr/

梨花（イファ）女子大学校 （半期留学）

● 概　要
1886年、米国の宣教師により設立された韓国初の女子教育の塾が母体となって開学した。ミッ
ション系の総合大学。女子大としては世界最大規模で、学部生・大学院生あわせて約20,000人
が学んでおり、世界16 ヶ国126教育研究機関との間で交流提携も結んでいる。

● 研修地
ソウルの中心街に位置し、地下鉄「梨大」駅から歩いて数分のところにキャンパスがある。半
期留学は「言語教育院」で学ぶ。男子学生も入学可能。

● 宿舎等　　・大学寄宿舎利用（2人部屋）
　　　　・下宿利用（1人部屋・トイレ、シャワー共同）
　　　　・下宿ワンルーム利用（1人部屋・トイレ、シャワー付き）

● ＵＲＬ　　http://www.ewha.ac.kr/
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延世（ヨンセ）大学校 （半期留学・インターンシップ付き半期留学）  

● 概　要
1885年にキリスト教の宣教者により設立された広恵院が元となる韓国で最も古い私立大学であ
る。延喜大学校とセブランス医科大学校が統合し、1957年にヨンセ（延世）大学校となった。
98の学科及び専攻があり、ソウル市とインチョン（仁川）市にキャンパスがある。学部生、大
学院生合わせて約50,000人が学んでおり、世界70 ヵ国約600の大学と協定を結んでいる。

● 研修地
ソウルの中心地にあり地下鉄「新村」駅から歩いて数分のところにある。インターンシップ付
き半期留学は「韓国語学堂」で学ぶ。

● 宿舎等　　大学寄宿舎利用
● ＵＲＬ　　http://www.yonsei.ac.kr/　　

建国（コングック）大学 （半期留学・インターンシップ付き半期留学）　

● 概　要
1946年に創立されたコングック（建国）大学は、ソウル市東部に位置し、15学部38学科と11
の大学院がある。忠清北道忠州市にもキャンパがあり、7学部21学科と2つの大学院を擁する総
合大学である。現在約25,700名の学生が学んでおり、世界59 ヶ国471の大学と協定を締結し
ている。キャンパスは湖や木々に囲まれた自然環境豊かな場所。言語教育院は1990年に開院し、
1998年に外国人のための外国語教育プログラムを開発し世界各国出身の学生を対象に韓国語
教育を開始した。

● 研修地
ソウルの東北部にあり、ソウルキャンパスは地下鉄2号線建大入口駅からすぐに位置している。

「言語教育院」で韓国語と韓国文化を学ぶ。
● 宿舎等　　大学寄宿舎利用
● ＵＲＬ　　http://www.konkuk.ac.kr/

漢陽（ハニャン）大学校 （半期留学）  

● 概　要
1939年創立、1959年に総合大学となる。ソウルと安山キャンパスに17大学院24単科大学があ
り、33,000名が在学している。

● 研修地
ソウルの中心街にあり、地下鉄「漢陽大」駅と大学構内が連絡される。留学生は構内にある「国
際語学学院」で韓国語と韓国文化の学習をする。

● 宿舎等　　・下宿利用（1人部屋・トイレ、シャワー共同）
　　　　・下宿ワンルーム利用（1人部屋・トイレ、シャワー付き）

● ＵＲＬ　　http://www.hanyang.ac.kr/
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８ 留学の流れ

〔１〕　留学前について
留学に興味を持ったら以下に挙げることに留意しながら準備を進めましょう。

①制度の内容を確認する
　・制度によって、派遣先や、経費が異なる場合があります。自身がどの制度でどの大学に

行くのか決めましょう。また、経費や現地での生活なども知っておく必要があります。
学内の留学説明会参加し、十分に理解した上で決めましょう。

②留学参加資格を確認する
　・参加資格を満たさなければ留学はできません。参加資格には、学修の理解度 GPA の基準

指定や、語学能力を規定しています。
　　早目に留学計画を立て、準備に取り組んで下さい。

③保護者・担任教員に相談する
　・海外での生活は多額の経費がかかったり、現地での生活習慣の差異や学修に対する不安

など、日本での日常生活とは異なることがたくさんあります。また、留学経験をどのよ
うに活かすかなども意識して臨まなくては、折角の留学も無駄になってしまいます。有
意義な留学を実現するためにも、自身で良く考え、さらに周囲に相談しながら進めまし
ょう。

④本学に留学を申し込む
　・本学のホームページ又はグローバル教育センター事務局で、留学申込書を入手し、申込

期間内に、保護者、学部長、学科長、担任教員より許可（印）をもらい、所定の申込窓口
に提出してください。

　・個人留学の学生は、渡航前に「海外留学等に関する届出」を提出してください。
　
⑤留学の承認を得る

　　　（１）必要書類を提出後、複数の応募がありましたら、プログラムの選考を行います。その
場合は、申込窓口より学内メールサービスで連絡します。

　　　　　※全制度共通で継続して留学するために海外から申し込む方は、再度「留学申込書」を
必ず提出してください。

　　　（２）最終的に、教授会の審議及び学長の承認により留学の可否が決定されます。
選考の結果についてはグローバル教育センターより学内メールサービスで連絡します。

⑥留学に向けての準備をする
　・合格発表後、留学先の大学へ申込を行うための書類を準備します。グローバル教育セン

ター教職員の指示に従って申込締切までに準備・提出をしましょう。
　　本学の証明書等が必要な場合は、所定の窓口に申し込んでください。
（注）締切を過ぎると手続きができません。余裕を持って行動しましょう。

　・海外留学保険加入は必須です。加入後、加入者証のコピー等、加入したことが分かる書
類を申込窓口に提出してください。

　・海外渡航にはパスポート（旅券）、留学にはビザ（査証）の取得が必要です。留学先への渡
航に間に合うよう、外務省や留学先の駐日大使館のホームページで情報を調べ、適切に
準備してください。

　・留学前までに、語学力や学力向上、また、留学先の情報収集などに努めましょう。



－23－

〔２〕　留学中の危機管理について
　海外は身近になっており、本学においても国際交流の進展とともに、海外留学や語学研修等、
海外渡航の機会が増加することが予想されます。
　その一方で、残念ながら事件や事故に遭遇する渡航者数は増加傾向にあります。また、近
年世界各地で事件・事故・災害などが発生しており、日本人が被害に遭うケースも発生して
います。
　せっかくの海外留学を楽しく実り豊かなものにするためには、各自が責任を持って自己の
安全対策に努めることが重要です。また、仮に事件や事故等に遭遇してしまった場合、的確
かつ迅速に対応できるよう、安全意識を高めておくことも重要です。

①海外安全のための基礎知識

　●日本とは異なる海外事情

　日本は世界の中でも治安の良い国の一つです。ゆえに、日本での生活に慣れ親しんだ
人が海外に行くと、予想もしない事件・事故に巻き込まれるケースが非常に多く見受け
られます。海外では日本と異なった危険が待ちかまえており、海外渡航は常に事件・事
故や病と隣り合わせの環境にいると言っても過言ではありません。
　海外渡航する際は、各自が体調に注意して海外用の「知識」と「意識」を持って安全対策
を講じることが何よりも大切です。

　●渡航先の十分な知識を持って

　渡航先の治安状況、犯罪の傾向や手口、法律や習慣を事前に熟知しておくことで、多
くの事件・事故を防ぐことができます。渡航前には、外務省の海外安全ホームページを
参照し、渡航先の治安状況や安全対策等について必ず情報を収集しておきましょう。

　●意識を海外モードに

　事前に収集した豊富な安全情報を実際に危機回避に活かすためには、「意識」を常に海
外モードにして注意を怠らないことが重要です。「ここは日本ではない」という意識を常
に持ちましょう。

②「自分の身は自分で守る」ための心構え

　●危険な場所には近づかない

　「危険な場所」には、まず、内乱、クーデター、テロ事件などにより、政情や治安が不
安定で、渡航を控えるなどの特別な注意が必要な地域があります。渡航にあたってはこ
うした危険について慎重に準備することが大切です。
　また、そのような地域でなくても、強盗などの凶悪犯罪が多発する場所もあります。
こうした場所には不用意に近づかない、夜間の外出や一人歩きを避けるといった用心が
大切です。

　●現金や貴重品の管理をしっかりと

　海外では「日本人は裕福で多額の現金や貴重品を持っている。」というイメージから、財
産犯罪のターゲットになるケースが多くあります。近年は電子決済が普及しており、カ
ードやスマホでの決済が便利ですが、その分盗難や紛失などトラブルのリスクが高くな
ります。外出時の持ち歩きや保管には十分注意してください。



－24－ －25－

　●目立つ服装や言動は慎む

　犯罪者やテロリストは、目立つ人や場所を標的として選ぶ場合があります。渡航先で
は必要以上に華美な服装や宝飾品を身に付ける、公共の場において大声で会話する、今
後の予定をＳＮＳに書き込む等、目立つ行動は標的とされる可能性を極端に高めますの
で避けましょう。

　

　●犯罪にあったら抵抗しない

　海外では犯罪者の多くが凶器を所持しています。また犯罪者はグループで犯行に及ぶ
こともあり、一見単独に見えても近くに仲間がいる可能性が高いものです。特に、強盗
にあった際、犯人の要求に抵抗したりすると、犯人を苛立たせ、凶器による暴行等につ
ながる可能性が高くなります。万が一犯罪にあってしまったら、生命の安全を第一に考え、
犯人の要求に抵抗しない態度を示すことが必要です。

　●見知らぬ人を安易に信用しない

　睡眠薬強盗、いかさま賭博、偽ガイドなど海外での犯罪手口は多様で巧妙です。渡航
先で知り合った人の表向きの優しさに気を緩めることから事件に遭遇する渡航者がたく
さんいます。渡航先で現地の人たちと知り合うことは醍醐味の一つですが、それに付け
込んだ犯罪は後を絶ちません。少しでも怪しいと感じたら、ためらわず「ノー」と断り、
その場を立ち去ること。その人の家に行ったり、勧められたものを飲んだり食べたりす
ることは控えてください。

　●常に自分の所在を明らかにし、連絡が取れるようにしておくこと

　渡航前に十分な情報収集を行ったうえで留学計画を立てた場合でも、渡航後に現地の
治安情勢が大きく変化することは十分に考えられます。こうした状況に備え、常に自分
の所在を明らかにし、連絡が取れるようにしておきましょう。
　旅行等による一時的な滞在先の変更や、現地での連絡先が変更となった場合は、大学
や家族に必ず連絡をしましょう。

　●家族に定期的な連絡をする

　日本にいる家族とは、定期的に近況等について連絡をしましょう。また、仮に滞在先
や国で事故や事件が起こった場合、直接巻き込まれていなくても、日本の家族は安全が
確認できるまで連絡を取り続けることになるでしょう。留学先に到着したら、家族・大学・
担当教員に必ず到着の連絡をし、留学中は定期的に連絡を取り合いましょう。

　

　●現地の法律を守り、宗教、文化等を理解し尊重する

　日本では普通でも、海外ではタブー視されている行為は多く存在します。特に、その
国の宗教を否定することもあるいは、侮辱と受け取られるような行為は、相手に不快感
を与えるだけでなく、法律で厳しく規制されているものもありますので、注意が必要です。
また、多宗教、多民族で構成されている国では、それぞれの人が独自の宗教・習慣に基
づいて生活している場合や、地域によって習慣が異なる場合もあります。
　渡航前に、その国の法律や習慣をしっかりと把握し、旅行中はその国や地域の習慣に
従うこと、すなわち「郷に入れば郷に従う」という心掛けがトラブル回避の鉄則です。

　　　●スマホや SNSの利用に注意
　最近は個人が写真や動画を手がるに撮影しインターネット上で自由に公開する事が可
能です。しかし他人や特定物を許可なく撮影・公開する事は罪に問われる事があります。
又、人が集まる場所や事件・事故・災害の場を撮影する行為自体が危険です。スマホ等
で撮影する前に、そのデータをアップロードする前に、よく考えてから行動してください。
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　　　●滞在先の法律順守はもちろんのこと、薬物使用や未成年の飲酒など日本国内の法律に抵

触する行為は行わない

　日本では合法でも海外では非合法、その逆の場合も多々あります。海外にいても日本
国民は日本の法律で罰せられる場合があります。
　また、麻薬犯罪はほとんどの国で重罪であり、国によっては死刑、無期刑といった厳
しい罰則で取り締まっています。興味本位で何かわからない物を購入したり、軽い気持
ちで麻薬に手を出したりすると、取り返しのつかない悲劇を招きます。麻薬犯罪に絶対
関わらないとのハッキリした意思表示が必要です。
　なお、他人に騙されて身に覚えのない麻薬密輸に関わっても、重い刑罰が科せられます。
たとえ知り合いであっても、他人の荷物を預かったり、国外に運んだりすることは避け
ましょう。

③危機等に関する情報収集のためのツールやその活用方法

　渡航先の情報を事前に収集しておくことで、多くの事件や事故を防ぐことが出来ます。
　情報は日々変化しますので、外務省の海外安全情報等を活用し、情報収集を日ごろから
心掛けて安全対策をしてください。また、国によって医療制度が異なります。事前に渡航
先の受信システムや救急システム、注意すべき感染症について調べておきましょう。

　●外務省　海外安全ホームページ

　外務省では、治安が悪化したり、災害、騒乱、その他の緊急事態が発生したり、その
危険性が高まっていると判断される場合には、以下「海外安全ホームページ」において、
その国や地域に対して、「危険情報」や「スポット情報」、「安全対策基礎データ」、「世界の
医療事情」等の海外安全情報を発出しています。

外務省　海外安全ホームページ　：　http://www.anzen.mofa.go.jp

　　≪参考≫

　「海外安全アプリ」をインストールすると、スマートフォンのGPS機能を利用し現在地及び周
辺国・地域の海外安全情報を表示、渡航先に対する海外安全情報が発出された場合にプッシュで

通知受信、また、各国・地域の緊急連絡先を確認することができます。

・危険情報…渡航・滞在にあたって特に注意が必要な場合に発出される情報で、最新の現地治安

情勢と安全対策の目安を示します。なお、安全対策の目安として以下の文章が示された上

で、それぞれの渡航・滞在目的に合わせた安全対策を検討できるよう、きめ細かな情報を

提供しています。

・スポット情報…限定された期間、場所、事項について安全対策の観点から速報的に発出されます。

・安全対策基礎データ…防犯・トラブル回避の観点から提供される基礎的情報で、現地での犯罪

発生状況・防犯対策、査証・出入国審査、風俗・習慣・健康、その他滞在時の留意事項な

どを内容としています。

・世界の医療事情…現地に長期滞在し、保健相談を行っている医務官自身が実際に体験・収集し

た“衛生・医療事情”、“かかり易い病気・怪我”、“健康上こころがけること”、“予防接種”

等について地域毎に各種の基本的な情報を掲載しています。なお、最新の感染症流行状況

については「外務省海外安全ホームページ」に掲載しています。
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　●外務省　領事サービスセンター

　「外務省領事サービスセンター」では、海外安全に関する電話、あるいは窓口の問い合
わせも受け付けています。

外務省　領事サービスセンター　

東京都千代田区霞が関2-2-1
03-3580-3311（内線2902.2903）
9：00～12：30　/　13：30～17：00（土日祝祭日除く）

④留学中の連絡先について

　渡航前に十分な情報収集を行っても、渡航後に現地の治安情勢等が大きく変化すること
は十分考えられます。こうした状況に備え、留学中は常に所在と連絡先を明らかにしてお
きましょう。

　●大学への連絡先提出について

　東京成徳大学との連絡は学内メールサービスを通じて行います。常に連絡が取れるよ
うに海外用 Wi-Fi ルーターのレンタルをはじめ、海外でのインターネット環境も整える
ように準備しましょう。
１．出発日が確定したら、出発日を連絡してください。
２．滞在先の住所及び電話番号（日常に連絡が取れる連絡先）を提出してください。
３．渡航後は、速やかに到着連絡を行ってください。
４．留学が終了したら帰国予定日を連絡してください。
５．帰国後は、速やかに帰国した日を連絡してください。

　なお、いざという時のため、巻末の『留学先で事件・事故等が発生した場合の連絡体制』
を作成・携行し、大学や派遣先大学、在外公館（日本大使館・総領事館）等の緊急時の連
絡先を把握しておきましょう。作成した書類は保護者とも共有し、緊急時の連絡体制を
明らかにしておきましょう。

＜連絡・提出先＞

　

　●在留届と帰国届の提出について

　外国に住所又は居所を定めて3ヵ月以上滞在する日本人は、その住所又は居所を所管す
る日本大使館又は総領事館に「在留届」を提出するように義務付けられています。これを
行うことによって、万一の際に日本大使館又は総領事館が所在地や緊急連絡先を確認し
援護します。必ず提出しましょう。
　帰国する際は、「在留届」を提出した大使館・総領事館に「帰国届」を提出してください。
帰国の連絡がないままだと、緊急事態の際、日本大使館・総領事館は、既に帰国してい
るあなたの安否確認に時間を取られ、実際に滞在している他のみなさんの安否確認がそ
れだけ遅れることにもなる可能性もあります。必ず提出してください。
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　　　＜届出方法＞

「在留届」の提出は居住された日以降に行ってください。
なお、「帰国届」の提出も在留届と同様の方法で届出可能です。
　○インターネットによる届出

　　「在留届電子届出システム（ORRnet）」から届出 
　○紙面による届出

　　「在留届」用紙に記入し、持参、FAX、郵送する。
　　　※「在留届」用紙は、外国の在外公館でも入手可

⑤トラブル発生時の対応

　トラブルに遭遇した場合は、巻末の『留学先で事件・事故等が発生した場合の連絡体制』
を活用し、大学及び家族に必ず連絡・相談しましょう。
　なお、トラブルの種類や状況によっては、家族や大学だけではなく、警察や在外公館、
保険会社、留学先大学等にも可能な順番で連絡・相談しましょう。

　≪トラブルケース≫

　●盗難や紛失

　警察に被害の事実を届け出て、被害届の受理書（ポリスレポート）を受け取りましょう。
この書類はパスポートの発給申請や、保険請求等に必要です。その他、盗難・紛失物毎に、
以下連絡先にも連絡しましょう。なお、保険対応の問い合わせについては、加入した保
険会社の相談窓口に連絡してください。

　　＜盗難・紛失物毎の連絡先＞

・パスポート：日本大使館・総領事館

・クレジットカード：クレジットカード会社

　　不正使用の恐れがあるため、至急クレジットカード会社へ連絡し、無効手続をし

てください。

・航空券：購入先の旅行会社・航空会社

　●事件・事故

　海外で日本人が事件・事故に遭遇した際や緊急入院した場合、在外公館では被害の状
況及び要望に応じて案内や助言・支援などを行っています。
　在外公館には、所在国の法律・主権との関係上、制約があって対応できないこともあ
りますが、様々な相談に応じ、解決方法について一緒に考えてくれますので、困った時
には最寄りの在外公館に相談してください。

　●病気・ケガ

　万が一、病気やケガをした場合は、素人判断は避け、まずは信頼のできる病院に行き
診察を受けましょう。
　また、信頼のできる病院が分からない場合は、保険会社の相談窓口や留学先大学に連
絡し、病院を紹介してもらいましょう。症状が重い場合は、帰国する判断も必要となり
ます。
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⑥その他

　●健康管理について

　生活環境や習慣の大きく異なる海外の生活は、長期間にわたる緊張を余儀なくされる
場面も多く、健康面の自己管理が重要です。日本とは違う生活環境で体調を崩さないよう、
日本にいる時以上に体調管理には気を付けましょう。
　また、海外では、日本ではほとんど心配のない感染症や風土病にも注意が必要です。「自
分は大丈夫」ではなく、「○○の病気にかかるかもしれない」と想定しておきましょう。

　　≪予防・事前対策≫

・現地の医療事情や感染症等の情報を把握しておきましょう。
・日本語が通用する、十分な医療レベルにある病院の所在地・連絡先をあらかじめ複

数リストアップしておきましょう。
・渡航前に予め渡航先の感染症情報を把握し、必要に応じて予防接種を受けましょう。
・既往症がある場合は、病名・症状・常用薬・搬送希望先病院等を英文で記載したメ

モを常に携帯しておきましょう。
・最低限の常備薬（下痢止め、頭痛薬、消毒液等）は日本から持参しておきましょう。

　●海外旅行保険（海外旅行傷害保険）について

　どんなに準備をしてもトラブルに遭わないとは限りません。健康に自信があっても、
日本と違う環境でのストレスや疲労によって、思いがけない病気にかかる可能性もあり
ます。また、交通事故にいつどこで巻き込まれるかもわかりません。
　海外の病院は日本の病院とは違い、料金によって治療方法や医療レベルが異なる場合
や、日本の健康保険を利用することができないため、医療費が大変高額になる場合もあ
ります。
　そのため、「もしもの時」に備えて海外旅行保険に加入することは大変重要であり、本
学では、派遣留学生に海外旅行保険への加入を必須条件としています。
　クレジットカード等に付いている保険を利用する場合は保障範囲や条件を必ず確認し
て下さい。
　多くのクレジットカード付帯保険は留学を想定した保障になっていません。必ず海外
旅行保険に加入しましょう。そして、加入後は、その証明として加入者証の写し等を大
学に提出してください。また、同時に補償内容等を家族にも伝えておきましょう。
　なお、海外旅行保険によりカバーされる補償内容は以下例示のとおりです。但し、保
険の種類や金額によって異なりますので契約時は補償内容等をしっかりと確認し、可能
な限り充実した保険に加入することをお勧めします。

　≪補償内容例≫
傷害死亡／傷害後遺障害／治療・救援費用／緊急歯科治療費用／疾病死亡／
個人賠償責任（長期用）／生活用動産（長期用）／携行品／旅行事故緊急費用／
航空機寄託手荷物遅延／航空機遅延／ etc�

　≪加入期間≫
　　日本出発日から、日本帰着日を含むこと。

　≪参考≫
日本損害保険協会 Q ＆ A 海外旅行保険とは
　　　http://soudanguide.sonpo.or.jp/body/q080.html
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　　　　《海外安全のための心構え》

・危険な場所には近づかない。

・多額の現金・貴重品は持ち歩かない。

・犯罪に遭ったら、抵抗しない。

・見知らぬ人を安易に信用しない。

・家族・大学・教員と定期的に連絡を取る。

・緊急時の連絡先を把握しておく。

☆彡　「自由＝責任を伴う」

　頼るのは自分自身。親元を離れて、自分で考え、行動するとはどういうことなのかをじ
っくり考えてみる絶好のチャンスが、海外生活には溢れています。
　日本の法律、訪問国の法律、現地学校の規則、ホームステイや寮のルールなどは皆さん
を守ってくれるものです。これらのルールをしっかりと守りましょう。

　☆彡　目的意識を持って、積極的に何事もチャレンジしましょう！

　異文化に飛び込むのだから、「違っていて当たり前」。違いを楽しみましょう。
　語学力に自信がない場合でも、積極的に話に参加をすると、周囲からその努力を理解し
てもらい、信頼できる人間関係を作ることができるかもしれません。

　☆彡　寮やホームステイ先での生活について

　寮のルームメイトやホストファミリーは、「お客様」として迎え入れてくれません。
　休日に、あちこちへ連れて行くのが「当たり前」というのは間違いです。どこへも連れて
行ってくれないからといって、そのファミリーやルームメイトが不適切だとか、自分のこ
とを歓迎していないのではないかと思わないようにしましょう。そして、大学生の皆さんは、
朝自分で起きられる？部屋の掃除は？お皿洗いは？ホームステイ先や寮はホテルではあり
ませんので、自分のことは自分でするようにしましょう。
　関係が上手くいかない時は、まずは与えられた場所でチャレンジをしてみて、無理をせ
ずに本気でぶつかってみましょう。そして、是非に視野を広げてみてください。学校の図
書館や他の寮のラウンジを利用して、自分の時間やコミュニティーを広げるようにして、
滞在先には寝るために帰るだけと割り切ってみるなど。気持ちの切り替えも大切です。
　それでも、ダメなら無理せずに、相談しましょう。相談した結果、寮やホームステイ先、
クラスや学校をチェンジすることはできると思います。日本人同士で話していても、問題
は解決しませんよ。その時、その場で解決しましょう。
　最後に、現地の都合によりホームステイ先や寮の変更は、出発前、あるいは留学開始後
にも起きることがあります。ホテルや旅館とは異なり、契約仕事として引き受けているわ
けではないので、現地でのやむを得ない事情による変更への理解はしましょう。



＜麻薬に関する法律＞

アメリカ合衆国
州によって異なるが、最高で終身
刑となる州もあり

英国
最高刑は無期懲役

韓国
最高刑は死刑

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事例：ドラッグ 

 偶然出会い仲良くなった日本人から、「安い宿があるから来ない？」と持ちかけられました。そこ
で数人の日本人からタタババココだだとと紙紙でで包包ままれれたたももののを勧められ、つい興味本位で服用してしまいまし
た。しばらくそこに滞在を続けていたところ、警警察察のの捜捜査査がが入入りり、、現現行行犯犯逮逮捕捕さされれたた。。 

日日本本かかららのの留留学学生生はは簡簡単単だだとと思思わわれれてていいるるここととをを忘忘れれなないいこことと！！！！ 

• ここれれららのの言言葉葉にに注注意意！！アアイイスス？？ススピピーードド？？エエククススタタシシーー？？  MMAARRIIHHUUAANNAA,,  HHEEMMPP,,  WWEEEEDD,,   
CCAANNNNAABBIISS,,  

GGAANNJJAA 

                →→ななんんだだかかわわかかららずず服服用用。。。。。。ややっったたらら最最後後、、依依存存ししまますす！！ 

• 最最初初はは「「ももららうう」」「「だだままさされれるる」」かからら。。 

                →→万万がが一一、、意意図図せせずず服服用用ししててししままっったた場場合合、、すすぐぐにに医医療療機機関関をを受受診診しし、、警警察察にに被被害害届届をを提提出出ししてて
くくだだささいい。。同同時時にに、、日日本本大大使使館館・・領領事事館館にに状状況況をを報報告告しし、、相相談談ををししててくくだだささいい。。 

• 誘誘いいにに対対ししてて断断れれなないいとと思思わわれれてていいるる。。友友達達だだかからら、、断断れれなないい？？ 

  →→強強要要すするる人人はは、、友友達達ででははなないいでですす！！ 

• おお金金をを持持っってていいるるとと思思わわれれてていいるる。。 

  →→キキャャンンパパスス内内にに売売人人がが来来てて、、簡簡単単にに買買ええまますす。。  

  

  

  

ＮＮｏｏとと言言うう！！ 

必必ずず誰誰かかにに相相談談すするる！！ 

ひひととりりでで悩悩ままなないい！！ 

親親ししくくななっったたかかららとといいっってて、、他他人人かからら荷荷物物をを預預かかららなないい！！ 

飲飲みみ物物はは置置ききっっぱぱななししににせせずず、、信信頼頼ででききるる友友達達ににググララススをを託託ししてていいくくよよううににすするる！！トトイイレレななどどでで席席をを離離れれ
たた後後、、特特にに注注意意がが必必要要でですす！！ 

＜＜麻麻薬薬にに関関すするる法法律律＞＞

アアメメリリカカ合合衆衆国国

州州にによよっってて異異ななるるがが、、最最高高でで終終身身刑刑とと
ななるる州州ももあありり

英英国国
最最高高刑刑はは無無期期懲懲役役

韓韓国国
最最高高刑刑はは死死刑刑

最最初初でで    

止止めめるる 

 

 

最初で

止める
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事例：ドラッグ

　偶然出会い仲良くなった日本人から、「安い宿があるから来ない？」と持ちかけられま
した。そこで数人の日本人からタバコだと紙で包まれたものを勧められ、つい興味本位
で服用してしまいました。しばらくそこに滞在を続けていたところ、警察の捜査が入り、
現行犯逮捕された。

日本からの留学生は簡単だと思われていることを忘れないこと！！

• これらの言葉に注意！アイス？スピード？エクスタシー？ MARIHUANA, HEMP, WEED,

　CANNABIS, GANJA

　　　→なんだかわからず服用。。。やったら最後、依存します！

• 最初は「もらう」「だまされる」から。

　　　→万が一、意図せず服用してしまった場合、すぐに医療機関を受診し、警察に被害届を提

出してください。同時に、日本大使館・領事館に状況を報告し、相談をしてください。

• 誘いに対して断れないと思われている。友達だから、断れない？

　　　→強要する人は、友達ではないです！

• お金を持っていると思われている。

　　　→キャンパス内に売人が来て、簡単に買えます。

 

Ｎｏと言う！

必ず誰かに相談する！

ひとりで悩まない！

親しくなったからといって、他人から荷物を預からない！

飲み物は置きっぱなしにせず、信頼できる友達にグラスを託していくようにする！トイレなどで

席を離れた後、特に注意が必要です！



 
 

写真はマリファナが含まれる食品で、一般に市販されている物の例です。パッケージにはマリフ

ァナを示す言葉やマークがついています。見つけても手を出さないこと！ 

●マリファナを入れたクッキーやケーキが市販されています。また自作することもあります。 

   

  

 

●マリファナ入りの炭酸飲料やコーヒーなどは、一見するとジュースやエナジードリンクとあまり

変わらないものに見えます。しかし、パッケージにはマリファナのマークがついていたり、それを

示す言葉が記載されていたりと、注意すればわかるようになっています。 

  

  

※※ここれれららのの商商品品はは自自分分ののたためめだだけけででななくく、、おお土土産産ややププレレゼゼンントトななどどととししててもも、、手手にに取取るるこことと

ははししなないいこことと。。  

 
 

写真はマリファナが含まれる食品で、一般に市販されている物の例です。パッケージにはマリフ

ァナを示す言葉やマークがついています。見つけても手を出さないこと！ 

●マリファナを入れたクッキーやケーキが市販されています。また自作することもあります。 

   

  

 

●マリファナ入りの炭酸飲料やコーヒーなどは、一見するとジュースやエナジードリンクとあまり

変わらないものに見えます。しかし、パッケージにはマリファナのマークがついていたり、それを

示す言葉が記載されていたりと、注意すればわかるようになっています。 

  

  

※※ここれれららのの商商品品はは自自分分ののたためめだだけけででななくく、、おお土土産産ややププレレゼゼンントトななどどととししててもも、、手手にに取取るるこことと

ははししなないいこことと。。  
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　写真はマリファナが含まれる食品で、一般に市販されている物の例です。パッケージにはマリ
ファナを示す言葉やマークがついています。見つけても手を出さないこと！
●マリファナを入れたクッキーやケーキが市販されています。また自作することもあります。
 　

 　
●マリファナ入りの炭酸飲料やコーヒーなどは、一見するとジュースやエナジードリンクとあま
り変わらないものに見えます。しかし、パッケージにはマリファナのマークがついていたり、
それを示す言葉が記載されていたりと、注意すればわかるようになっています。

 　 
 

　 
※これらの商品は自分のためだけでなく、お土産やプレゼントなどとしても、手に取ることはし
ないこと。
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［出入国手続き］

搭乗手続き（Check-in）

利用する航空会社のカウンターで「飛行機に乗るために到着し、手続きを始めます」とい
う申し出を行います。パスポートと航空券（e チケット）控えを見せて、スーツケースを預
けます。

保安検査（Security Check）

危険物等を持ち込んでいないか検査が行われます。許可を得ていない刃物、火器、電子
機器、液体物の持ち込みは許されません。また、ここから先は後戻りができません。パ
スポートや搭乗券を持っていない人は立ち入ることができません。

出国審査（Immigration／ Passport Control）

その国から出国する人は全員が行う手続きです。パスポートと搭乗券を提示し、一人ひ

とりが審査を受けます。顔写真の照合などがされて、問題なければ出国スタンプを押さ

れます。

搭乗（Boarding）

搭乗ゲートでパスポートと搭乗券の確認を行い、飛行機に乗り込みます。

国際線のように大型の飛行機にはたくさんの乗客が搭乗するため、座席番号順に呼ばれ
ます。出国審査場から搭乗ゲートまでは長いコンコースを移動することがあります。そ
の間に免税店やラウンジなど、様々な施設があります。これらを利用する前に、必ず搭
乗ゲートと搭乗時間を確認しましょう。搭乗ゲートや時間の急な変更はよく発生します。
間違った場合は、飛行機に乗ることができません。

飛行機で移動

飛行機の中では食事やエンターテイメントのサービスがあります。

また入国審査に必要な入国カードや税関申告書が配られます。機内で必要事項を記入し
て、到着時の手続きの準備をします。薄暗く狭い機内でパスポートなどの重要書類を扱
います。書類をなくさないように注意して作業しましょう。

到着後、入国審査（Immigration）

「この人を入国させて良いかどうか」を審査官が審査する場です。審査に必要なパスポー

トやビザ、入国カードを提示して、審査を受けます。審査のためにいくつか質問される
ことがありますので、自身がどんな目的で入国及び滞在をするのか、答えられるように
準備しておきましょう。言葉のテストではありませんので慌てる必要はありませんが、
嘘を付くことや自分の渡航計画を理解していない事は後に問題となる場合があります。

預けた荷物（スーツケース）を受け取る。（Baggage Claim）

Baggage Claim にてスーツケースを受け取ります。搭乗便番号別にスーツケースが出てく

る台が指定されます。万が一スーツケースの破損や紛失があった場合は、到着ロビーに
ある航空会社のカウンターで破損や紛失の届出をし、補償の依頼をしましょう。

税関申告（Customs Declaration）

機内で記入した税関申告書を持って、税関職員に提出します。パスポートの提示が必要

な場合があります。

到着ロビー（Arrival Lobby）

全ての手続きが終了したら到着ロビーに出ます。ここで出迎えの人が待っています。
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＊移動中は、携帯電話やスマートフォンの使用を控えてください。空港内では様々な公的手続き
を行う場があり、撮影禁止のエリアが多数あります。また、空港ではスリや窃盗の軽犯罪だけ
でなく、テロや発砲事件などの大きなトラブル発生率が高くなっています。スマートフォンの
操作をしている最中に貴重品を盗まれるというケースは多数あり、これは本人の充分な注意で
防ぐことができるトラブルです。

【必要な書類】

パスポート（旅券）

　国際的に通用する身分証明書です。日本国民である事、国籍を証明
する唯一の身分証明書です。
　パスポートがないと航空機への搭乗手続き、出入国手続き、海外で
の国籍証明、年齢証明、公的手続きができません。留学中は「外国人」
として滞在し、様々な場面で身分を証明する必要があります。貴重品
として大切に管理しましょう。

ビザ（査証）

　ビザは、国が自国民以外の者に発行する入国推薦状のようなもので
す。外国に入国／滞在するためには、その期間や目的に合わせた入国
許可／　　在留許可を受ける必要があります。
　ビザは入国を保証するものではなく、入国許可に必要な書類の一部
です。最終的な許可は、空港等における入国審査官や移民局等が審査
し決定します。

入学許可書
※派遣先の国によって、

原本が必要です。
　コピーは不可！

　学生ビザを取得して入国する人は、現地の教育機関に所属している
ことを示す入学許可書を、出入国の際にビザと併せて提示することが
求められます。入学許可書には「学生の出入国を許可することを大学が
承認していること」を示すため、担当者による署名が必要です。

入国カード

　政府や国が入国者を把握するために、入国する外国人に対して提出
を義務付けているものです。通常は英語と入国しようとする国の言語、
または出国する国の言語で記載します。
　搭乗便で着陸が近くなると配布され、機内で記載し、入国審査で提
出します。狭い座席でパスポートや搭乗券などを見ながら個人情報を
記入します。記入した後には書類の管理に気を付けましょう。

税関申告書

　関税がかけられる物品を持ち込む際に申告する書類です。入国審査
と同時に書類を持って申告します。入国カードと併せて搭乗便の中
で配布されます。機内で必要事項を記入し、入国審査又は Baggage 
Claim 後の税関審査で提出します。申告するものがない場合も提出し
ます。

　　※出発日には筆記用具を持参すること。
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■入国後は下記の手続きが必要です

留学生オリエンテーション

留学生向けに学内手続きが行われ、授業履
修に関する説明や大学内のルール説明など
が行われます。必ず参加して、説明を受け
てください。

外国人登録
（韓国留学のみ）

大学担当者の指示に従って手続きを行って
ください。
※申請料として₩30,000必要です。

入国後90日以内

予防接種（結核）
※派遣先の国によって違います。

留学生オリエンテーション、または現地到
着後に個別に説明がありますので、指示に
従って予防接種をうけます。予防接種を受
けずにレントゲン撮影を受ける場合もあり
ます。

 

≪留学中の注意≫

・家族に定期的な連絡をする

　日本にいる家族とは、定期的に近況等について連絡をしましょう。
また、留学先の地域で台風、大地震、山火事などの大規模災害が発生した場合や、公共交通機
関の大規模な事故、銃による無差別殺人事件などが発生し、多数の死傷者が出た場合には、メ
ールや電話で皆さんの安否確認を行う場合があります。
安否確認のメールや電話を受けた時は、自分の安否を直ちに回答してください。未回答のまま
にしてしまうと、災害や事件に巻き込まれて危険な状況に置かれていると判断されてしまいま
すので、注意してください。

・外泊について、寮やホームステイ先のルールに必ず従ってください

　寮なら現地学校へ何かしらの届け出は必要か。ホームステイの場合は、必ずホストファミリ
ーに事前に相談しましょう。いずれにしても、現地の言葉でのやり取りになるので、言ったつ
もりや誤解がしばしば発生し、心配や迷惑をかけてしまうこともあります。現地の学校やホス
トファミリーには、皆さんを安全に滞在させる義務があるので、しっかり伝えないと警察に捜
索願を出される、なんてこともあるかもしれません。

・就労／アルバイトの禁止

　留学中のアルバイト及びいかなる方法での就労も認めません。就労ではなく、学修が目的で
す。そのため、皆さんが取得するビザは留学先の教育機関が身分を保証して取得できるものです。
不法に就労した場合は留学先の教育機関からのサポートが受けられなくなったり、ビザの無効
や即時帰国となったりする場合があります。また、ビザ要件として条件付きの就労が許可され
る場合でも、就労を認めていません。

・飲酒／喫煙

　留学先の国や地域によって飲酒可能な年齢は異なりますが、日本の法令によって罰せられる
こともありますので、両国のルールを守ってください。
　また、飲酒や喫煙は自身の健康状態に影響を及ぼします。法令で許された年齢であっても、「周
りの雰囲気に流されて飲酒／喫煙した」という事で、大きな問題になることもあります。自分が
責任のとれる行動を取りましょう。
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・車両の運転

　どんな場合でも車両の運転は認めません。車両とは自動車、自動二輪車などを含みます。留
学先では公共交通機関を利用して、十分な通学や日常生活ができるはずです。様々なリスクや
責任を伴う、車両の運転は認めていません。

≪体調管理≫

　体調管理は出発前から十分に行ってください。食事や睡眠を十分にとり、万全の体調で授業
に臨みましょう。体調不良や不安を感じたら、必ず周りの人に相談してください。事態が悪化
する前に相談することがとても大切です。
　出発に際して、怪我や体調不良などで出発できない場合は必ず指示された緊急連絡先に連絡
してください。また、感染症にかかった場合は予定通りの出発をキャンセルしてください。感
染症が完治してからの渡航となります。

≪病気・怪我≫

　自覚している軽度の症状については、予め薬や対処方法を準備しておきましょう。それでも
不安な場合、薬事法は、国によって違うので、必ずしも同じものは現地では手に入りませんが、
英文の処方箋を事前に、かかりつけのお医者さんよりもらっておくことも推奨します。慣れな
い環境で生活することで、普段よりも症状が出やすく、悪化することもあります。また、渡航
先ならではの食文化や気候に影響される体調不良もあります。その時に、自分の状況をその国
の言葉で言えるようにしておくように事前に準備しておきましょう。
　普段から自己管理をすることはとても大切ですが、もしも体調不良や不安があるときには、
必ず周りの人に相談してください。悪化してからでは遅いこともあります。
　本当に具合が悪いときは「日本語の通じる医療機関」よりも「すぐに受診できる医療機関」を利
用しましょう。
　病院で受診する際は、海外旅行保険の加入証明書を提示することが必要です。病院によって
はキャッシュレスで受診が可能な場合と、一度費用を負担し、後日費用返金を受ける場合があ
ります。どちらの場合であっても、受診結果や支払いに対する領収書を必ず受け取り保管して
おきましょう。

　【参考】下記の web ページで多言語による医療用語を紹介しています。
　　　　http://www.kifjp.org/medical/　
　　　　※「多言語医療問診票」で検索

≪連絡体制≫

　万が一、緊急事態が発生した場合は以下の順番で相談しましょう。
（1）　留学先のスタッフに相談をする
（2）　加入をした海外留学保険会社に相談をする
（3）　医療機関、日本国大使館、その他専門機関に相談をする
（4）　東京成徳大学（学科の担任教員／グローバル教育センター）に相談・連絡する
（5）　現地緊急電話番号（現地警察・救急車など）に連絡する

　ただし、緊急事態の内容に応じて上記のいずれかに連絡してください。
　【例】

◎急な体調不良　⇒　留学先のスタッフに連絡　⇒　状況に応じて医療機関を受診
◎交通事故にあった　⇒　現地救急電話番号に連絡　⇒　状況に応じて医療機関や
　専門機関に相談する　⇒　東京成徳大学へ報告する
◎パスポートや貴重品の紛失・盗難　⇒　加入をした海外留学保険会社に相談

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　⇒　専門機関（警察・大使館）に相談する
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　【連絡先】

担任教員

東京成徳大学
グローバル教育センター メールアドレス

Global-Education@tsu.ac.jp 

　【その他の連絡先】

　　◎在日本国大使館領事館：

＜東京成徳大学の安全対策基準（渡航基準）について＞

外務省危機レベル

（外務省　海外安全ホームページ）
留学生安全対策（渡航基準）

レベル１（十分注意して下さい） 派遣先教育機関及び派遣国の各種
対策を順守の上、留学を可とする。レベル２（不要不急の渡航中止）

レベル３（渡航中止勧告）
留学不可

レベル４（退避勧告）

＜留学許可の取消について＞

本学及び留学先において、本学の学生としてふさわしくない行為を行った場合及び就学状況
が著しく悪い場合に留学の許可を取り消された者は、ただちに帰国し、本学の指示に従わな
ければなりません。

【本学の学生としてふさわしくない行為とは】

（1）　本学外の学生・保護者もしくは留学先教育機関の関係者の名誉もしくは信用を毀損し、
または毀損するおそれのある行為をした場合

（2）　留学中に他人に物理的な危害もしくは精神的な脅威を与え、または他人の安全で平穏
な生活を妨害した場合

（3）　本学の留学制度の運営もしくは留学先教育機関での留学プログラム運営を妨害し、ま
たは妨害するおそれのある行為をした場合

（4）　法令等もしくは公序良俗に違反し、またはそれらに違反するおそれのある行為をした
場合

（5）　就労（アルバイト等を含む。）をした場合
（6）　留学先で車両（自動車、自動二輪車、軽飛行機、小型船舶等を含む。）を運転した場合、

または本学外の留学生が留学先で運転する車両に同乗した場合
（7）　学生査証が認められなくなった場合
（8）　疾病その他やむを得ない理由により留学を続けることができない場合
（9）　本学の定める規程等又は本学教職員の指示・指導に従わない場合
（10） 本学の留学制度又は教育課程の方針・制度と学生・保護者の要望が著しく乖離し、留

学継続が困難と認められた場合
（11） 本学の留学制度にむけた準備から現地滞在期間にわたり、本学または留学先教育機関

に提出した情報に虚偽があった場合
（12）そのほか、その行状により、本学が留学プログラム参加を不適切と判断した場合
（13）本学外の留学生が違反しているのを知りながら、それに加担した場合
（14）留学に関する費用及び留学中の本学の学納金を指定された期日までに納入できなかっ

た場合
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〔３〕　帰国後について
①留学の報告をする

・留学を終了し帰国をしたら、家族・大学（グローバル教育センター）・担任教員に必ず報
告してください。
　　

②単位認定の手続きをする

・所属する学部、学科での単位認定の可否については、渡航前に確認してください。
・帰国後は、所定の手続きを行わないと、単位認定されません。
　※単位認定は、半期ごとに行います。
　　次学期も続けて留学を続ける学生も、学期ごとに手続きを行ってください。

【単位認定とは】

・履修した授業科目の修得した単位数を本学において修得したものと見なすことです。

＜認定単位の上限＞

留　学　期　間 上限単位数

半期（6ヵ月以内） 16単位

通年（7ヵ月以上～1年以内） 32単位

＜手続き方法＞

　 （1）　留学終了後、報告と共に、次の書類をグローバル教育センターに提出してくださ
い。

　　《提出書類》
　　　①留学終了報告書
　　　②留学先の課程又はコース修了証の写し
　　　③留学先の成績証明書
　　　④留学先のシラバス（授業内容の詳細が分かるもの）
　　　⑤履修した日程と、科目の授業時間が分かる書類

　（2）　（1）の情報に基づき、教務課が所属学部科目への単位認定の計算を行い、教授会
及び学長の承認を得ます。

　（3）　承認の結果についてはグローバル教育センターより office365メールで連絡しま
す。

【留学援助交付金とは】  
留学期間に応じた授業料の月額相当額を援助する制度です。
留学終了後に学部・学科で単位認定が承認されると交付される場合があります。
年間採用人数10名迄 
  

＜交付条件＞     
・半期留学、もしくはインターンシップ付半期留学に参加し、留学終了後、留学先で取得

した単位を、本学の単位として認定された学生。  
  

＜交付時期・方法＞  
・留学後、翌年の後期分授業料の一部として充当します。  
　※留学する学期の授業料には適用されません。
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＜交付額＞  
・留学期間に応じた一人当たり授業料の月割相当額（上限は次のとおり）  

①半期留学（中国・台湾・韓国）、インターンシップ付き半期留学（韓国）  
　上限：留学先の学費と200,000円（本学授業料の2分の1の額）のいずれか低い方 
②半期留学（英語圏）  
　上限：270,000円  
③インターンシップ付き半期留学（英語圏）  
　上限：400,000円  

※留学期間は、原則留学の始期が属する翌月から起算し、留学の終期が属する月迄が対象。
※学内の他の奨学金制度との重複適用はできません。
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東京成徳大学留学規程

（趣旨）
第１条　この規程は、東京成徳大学学則第３４条の３第２項の規定に基づき、本学学生が留学を

する場合に必要な事項を定める。
２　国際学部のカリキュラムとして行う留学プログラムは、この規程を適用しない。

（留学の定義）
第２条　この規程における留学とは、本学の教育課程を３か月以上離れ、本学の留学制度を利用

した海外の大学又はこれに相当する教育機関（以下、「大学等」という。）における学修で、学長が
許可したものをいう。

（留学の種類）
第３条　前条でいう留学制度の種類は、次のとおりとする。
（１）交換留学　海外の大学等との間で締結した大学間協定に基づき大学が派遣する留学
（２）半期留学　本学が認めた海外の大学等への留学
（３）インターンシップ付き半期留学　本学が認めた海外の大学等への留学後に、現地企業等で

インターンシップを体験する留学
（留学手続き）
第４条　留学を希望する者は、所定の期日までに指定された出願書類を学長に提出しなければな

らない。
（留学の資格）
第５条　留学できる者は、本学に１年以上在学し、以下の条件をすべて満たす者とする。
（１）修業年限で卒業が見込まれる者
（２）留学先大学等及びグローバル教育センターが定める参加資格を有している者
（３）所属学部長及び学科長が書類審査等により承諾した者
（４）本学の学納金を当該納入期限までに完納している者

（留学の許可）
第６条　前条の資格を有する者について、当該学部教授会の意見を聴いて、学長がこれを許可する。

（留学の期間）
第７条　本学の留学制度を利用した留学期間は、最長１年間を限度とし、学則第２３条第４項に

基づき、本学の在学年数に通算する。
（留学終了後の手続）
第８条　留学を終了し帰国した学生は、保護者、担当教員、グローバル教育センターに帰国をし

た旨を必ず報告し、帰国後１ヶ月以内に次の書類をグローバル教育センターで受け取り、提出
をしなければならない。

（１）留学終了報告書その他必要な書類
（２）留学体験レポート
（３）単位取得証明書又はこれに準ずる書類

（留学援助交付金）
第９条　半期留学又はインターンシップ付き半期留学において所定の語学研修を終了し、第１２

条に定める単位認定が行われた学生に対しては、留学援助交付金を支給することができる。
２　留学援助交付金に関する必要な事項は、別に定める。

（留学期間中の学納金）
第１０条　留学期間中の学納金については、次のとおりとする。
（１）交換留学先の学納金は免除される。ただし、本学の学納金等は納入しなければならない。
（２）半期留学及びインターンシップ付き半期留学期間中の学納金は、本学及び留学先大学等と

もに納入しなければならない。
２　前項の学納金以外に留学先に支払う費用や旅費、宿舎費、生活費等は留学者の自己負担とする。

（留学中における厳守事項）
第１１条　留学中は、次の事項を厳守しなければならない。
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（１）自らの故意又は過失により生じた損害や事故については、各自がその責任を負う。
（２）滞在国以外への旅行は、これを認めない。
（３）一時帰国は、大学が承認した場合を除き、これを認めない。
（４）定期的に担当教員へ学習の状況等を報告する。
（５）本学指定の海外旅行保険に加入する。
（６）本学及び留学先大学等指定の滞在先（ホームステイ先または寮）に滞在する。
（７）日本国及び滞在地の法令を遵守する。
（８）本学及び留学先大学等の規則等を遵守する。

（留学により修得した単位認定の取扱い）
第１２条　留学先大学等の学修が、本学の教育課程に即したものとみなせる場合、内容・水準等

に応じて単位認定を行い、本学の卒業に必要な単位として含めることができる。
（１）留学先大学等で取得した単位の認定を受けようとする学生は、帰国後、成績証明書又はそ

の他必要な書類をグローバル教育センターに提出しなければならない。
（２）単位の認定は、留学期間が６ヶ月以内の場合は１６単位、７ヶ月以上１年未満の場合は

３２単位を限度とする。
（３）単位の認定は、当該学科の教務委員会において審議を行い、当該学部教授会の意見を聴い

て学長が行う。
２　留学先大学等で履修した科目の単位認定方法に関する事項は、別に定める。

（留学許可の取消）
第１３条　留学中の学生が次の各号に該当すると認められた場合、留学先大学等と協議し、当該

学部教授会の意見を聴いて、学長は留学の許可および留学中に修得した単位を取り消すことが
できる。

（１）修学状況が著しく悪い場合
（２）この規程の定める義務を怠った場合
（３）学生査証が認められなくなった場合
（４）疾病その他やむを得ない理由により留学を続けることができない場合
（５）留学に関する費用及び留学中の本学の学納金を指定された期日までに納入できなかった場合
（６）本学及び留学先において、本学学生の本分に反する行為があった場合

２　前項により留学の許可を取り消された者は、ただちに帰国し、本学の指示に従わなければな
らない。

（帰国命令）
第１４条　学長は、前条に定めるほか、派遣先の環境等が悪化し、留学継続が困難と認められる

場合、帰国を命ずることができる。
２　帰国を命ぜられた学生は、速やかに帰国しなければならない。

（海外短期研修プログラムの取り扱い）
第１５条　海外短期研修プログラムとは、本学が認めた海外の大学等における短期間（概ね１カ月

程度）の学修で、学長が許可したものをいう。
２　海外短期研修プログラムについては、この規程を準用する。

（事務）
第１６条　この規程に係る業務は、グローバル教育センターが行う。

（細目）
第１７条　この規程の改廃は各学部教授会及び大学運営委員会の意見を聴いて、学長が行う。
２　この規程に定めるもののほか、留学に関する事項は、グローバル教育センターの意見を聴い

て学長が定める。

　　　附　則
１　この規程は、２０２１年４月１日から施行する。
２　この規程の制定に伴い、留学に関する内規（１９９７年４月１日制定）は廃止する。
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東京成徳大学　外国の大学又は短期大学等における学修の

単位認定に関する取扱要項

（趣旨）
1.　この要項は、外国の大学又は短期大学等（以下「外国の大学等」という）における学修の単位

認定について必要な事項を定める。

（単位認定の対象とする外国の大学等）
2.　対象となる外国の大学等は、次のとおりとする。
（1）東京成徳大学留学規程に基づく留学先教育機関
（2）その他修学上支障がないと認められる外国の大学等

（事前手続き）
3.　単位認定を受ける目的をもって外国の大学等において学修しようとする者は、事前に当該学科

に確認し、指定書類を提出するものとする。なお、この手続きを行っていない者の単位認定は
認めないものとする。

( 単位認定手続き )
4.　単位認定を受けようとする者は、外国の大学等において修得した単位に関する成績証明書その

他必要書類を添えて、以下に提出しなければならない。
（1）上記 2.（1）へ留学した者はグローバル教育センター
（2）上記 2.（2）へ留学した者は教務課

( 審査 )
5.　単位認定は、当該学科の教務委員会において審議を行い、当該学部教授会の意見を聴いて学長

が行う。

（認定単位の取り扱い）
6.　認定単位の取り扱いは次の通りとし、外国の大学等で修得した科目の学修時間数と学修内容に

基づき、３２単位を限度として、本学の卒業に必要な単位として認定することができる。ただし、
学則２６条の２の定めによる他の単位と合わせて６０単位を超えないものとする。

（1）外国の大学等で修得した科目の学修時間数と学修内容に基づき、当該学科の開設科目に相
当した科目がある場合は、当該学科の科目に読み替えて単位を認定することができる。

（2）外国の大学等で修得した科目の学修時間数と学修内容が当該学科の教育課程に即したもの
であるが、当該学科の開設科目に相当する科目がない場合は、科目区分を指定し、外国の大
学等の科目名で単位を認定することができる。

（細目）
7.　この要項の改廃は各学部教授会及び大学運営委員会の意見を聴いて、学長が行う。

　　　附　則
この要項は、２０２２年４月１日から施行する。



  

 留学先で事件・事故等が発生した場合の連絡体制
危機発生時連絡フロー  いざという時のための連絡先を把握しておこう

事件・事故・災害・

テロ等の発生

常に携帯しよう！

・パスポートの写し

・保険証書の写し

・本連絡フロー図（該当電話番号を

記入しよう）

学生本人
現地警察・

救急
対応

日本大使館・
総領事館

（在外公館）

文部科学省・
外務省

保健会社・

旅行会社

24時間対応窓口等

留学先大学

緊急連絡先

（本人の家族）

東京成徳大学グローバル

　　教育センター

学部・担任教員

TOKYO SEITOKU UNIVERSITY

必要に応じて危機対策本部を設置して対応

連絡・

相談

連絡・

相談

連絡・

相談

連絡・

相談

連絡・相談

連絡・相談

報告・連絡・相談

報

告

・

連

絡

・

相

談

報告・連絡・相談

連

絡

・

相

談

海

外

　
国

内

連

絡

・

相

談

連

絡

・

相

談

情報共有

連絡・

相談

キ

リ

ト

リ

線



危機管理に関する実施項目 

チェックリスト

（1）渡航前に行う事項 掲載頁 チェック 

① 本ガイドを熟読し、「確認書」をグローバル教育センターに提出した

②

巻末

P26

P26

P28

P26

P26～27

P24

P26

P26

P26

学内メールサービスの利用設定を行った  

③『留学先で事件・事故等が発生した場合の連絡体制』を作成・携行できるよ

うにした。さらに保護者と共有した。

 ④ 出発日確定後、グローバル教育センターに出発日をメール連絡した

⑤

⑥ 海外旅行保険に加入し、その証明書類（加入証などの写しなど）を大学に

提出した

 

（2）渡航後、現地で行う事項 掲載頁 チェック 

① 到着後、その旨をグローバル教育センターにメール連絡した

② 速やかに日本大使館又は総領事館に「在留届」を提出した

グローバル教育センターに滞在先の住所及び電話番号（日常、連絡が取れ

る連絡先）をメール連絡した

③ 定期的に家族や担当教員と連絡をとる

④ 帰国予定確定後、グローバル教育センターに帰国予定日をメール連絡した

（3）帰国時又は帰国後に行う事項 掲載頁 チェック

① 帰国時、速やかに日本大使館又は総領事館に「帰国届」を提出した

② 帰国後、速やかにグローバル教育センターに帰国したことをメール連絡し

た


