
留学・海外研修必須の⼤学・学部（抜粋）
⼤学 学部（学科・専攻） 留学期間 留学時期 主な留学先 費⽤

国際教養 国際教養 １年 ２年次冬から３年次秋 アフリカ、アジア、欧州、北⽶、オセ
アニア、中南⽶

留学先⼤学の授業料免除（⼀部⼤学除く）
住居費、⾷費、渡航費、保険料などは⾃⼰負担

千葉 全学部 最短10⽇程度 卒業までに１回の留学
必須

アジア、北⽶、中⽶、欧州、アフリ
カ、オセアニア

留学先の授業料免除
航空賃や宿泊費は原則⾃⼰負担
他に留学奨学⾦あり

国際教養 任意 卒業までに１回の留学
必須

欧州、中近東、アジア、北⽶・中
南⽶、アフリカ、オセアニア

神⼾ 国際⼈間科学 留学型︓1か⽉〜１年
他に海外スタディツアーまた
はインターンシップに参加す
る実践型、海外語学研修
またはサマースクールに参
加する研修型がある

１〜３年次 アジア、北⽶、ブラジル、欧州、
オーストラリア

留学先（協定校）での学費免除

⼭⼝ 国際総合科学 短期語学研修︓１ヶ⽉
海外留学︓１年

短期語学研修︓１年
次夏季休業中
海外留学︓２年次後
期〜３年次前期

短期語学研修︓フィリピン
海外留学︓アジア、欧州、北⽶、
オーストラリア

短期語学研修︓35〜40万円
海外留学︓60〜200万円（渡航費、居住費、保
険料など）
留学先⼤学の授業料免除（⼀部⼤学除く）

九州 共創 交換留学︓１年以内
海外活動︓８⽇以上１
年未満、かつ30時間以上
の学習時間
短期留学・研修︓概ね
１ヶ⽉以内（プログラムに
よる）

交換留学︓２〜４年
次
海外活動︓１〜４年
次
短期留学・研修︓１〜
４年次

アジア、欧州、中東、北⽶、中南
⽶、オーストラリア、エジプト

交換留学︓留学先の授業料不要、渡航費・居住
費・保険料など⾃⼰負担
その他、奨学⾦・渡航費補助制度あり

⻑崎 多⽂化社会 １か⽉程度 １年次 北⽶、オーストラリア、イギリス 30〜50万円（航空券、保険料・燃油費、空港諸
税、空港〜⼤学の往復送迎費、宿泊費、授業料・
研修費、⼀部の⾷費含む）
留学給付⾦12〜13万円⽀給

多⽂化社会（オランダ特別コース） 1年間 3年次後期〜4年次前
期

オランダ 留学先の授業料不要

⻘⼭学院 地球社会共⽣ 半年 ２年次後期 タイ、マレーシア 約50万円（渡航費含む）、現地の寮費の⼀部は
原則学部から補助

学習院 国際社会科学 短期︓４〜６週間
中期︓１学期間（半
年）
⻑期︓２学期間（1年
間）
※いずれか選択

北⽶、欧州、アジア、オセアニア 短期︓30〜100万円、中期︓80〜300万円
⻑期︓中期の２倍（渡航費、授業料、宿泊費など
を含む概算）
中・⻑期留学先で学費負担がある場合、学習院⼤
の授業料等免除される制度あり。その他学内奨学⾦
制度あり

昭和⼥⼦ 国際（英語コミュニケーション） 19週間
⻑期留学プログラムあり
（希望者）

２年次後期 アメリカ（ボストン） 11,200⽶ドル＋渡航費（往復）
奨学⾦制度あり

国際（国際） 4ヶ⽉〜1年
※選択⾔語・プログラムに
より異なる

２年次後期〜 アメリカ、欧州、アジア 留学先により異なる
奨学⾦制度あり

グローバルビジネス（ビジネスデザイ
ン）

19週間
＋19週間延⻑可能（希
望者）

2年次前期 アメリカ（ボストン） 11,200⽶ドル＋渡航費（往復）
奨学⾦制度あり

専修 国際コミュニケーション（異⽂化コミュ
ニケーション）

6ヶ⽉ 1年次3⽉〜2年次9⽉ 北⽶、欧州、アジア 60万〜留学先により異なる（授業料・滞在費・⾷
費・航空費含む）
「留学資⾦」30万円⽀給

創価 国際教養 4〜5カ⽉ 2年次前期 北⽶、オセアニア、フィリピン 現地⼤学授業料、往復航空券代、海外旅⾏保険
代免除
上記以外の留学関連費⽤は⾃⼰負担

中央 国際経営 ３〜４週間 １年次夏季休暇期間 北⽶、アジア 50万円程度

帝京 外国語 12〜37週間 2年次後期 北⽶、欧州、アジア、オセアニア 50〜295万（航空運賃、保険料等別）
帝京⼤学2年次後期の授業料・施設拡充費・図書
費免除

東洋 国際（グローバル・イノベーション） ８〜９ヶ⽉
プログラムにより最⼤１年

２年次夏季〜３年次
夏季

北⽶、欧州、オセアニア 留学先の学費免除
滞在費・⾷費、渡航費、教材費、保険料等の諸経
費は⾃⼰負担
奨学⾦⽀給（⼀般学⽣に限る）

国際（国際－国際地域） ５週間程度 １年次10⽉〜２年次
５⽉

フィリピン、マレーシア、オーストラリ
ア

27〜45万円（宿泊費、渡航費、⾷費、教材費、保
険料等）
修了者に奨学⾦⽀給

法政 国際⽂化 ３〜６ヶ⽉ ２年次秋学期 北⽶、欧州、アジア 60〜230万円（授業料、宿泊費、渡航費、保険料
等）
参加者には⼀律25万円の奨学⾦⽀給
選考で合格すると上限60万円奨学⾦⽀給
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留学・海外研修必須の⼤学・学部（抜粋）
⼤学 学部（学科・専攻） 留学期間 留学時期 主な留学先 費⽤

明治学院 法（グローバル法） 4〜5ヶ⽉ 2年次秋学期 北⽶、欧州、オーストラリア 120万円から160万円（航空運賃、⾷費等別）
留学奨学⾦25万円⽀給

⽴教 異⽂化コミュニケーション 約15週間 ２年次秋学期 北⽶、欧州、オセアニア、アジア 履修年次の授業料減免（⼤学間協定校への留学
は減免なし）
給付奨学⾦制度あり

経営（国際経営） ３週間 １年次夏休み カナダ、オーストラリア

ＧＬＡＰ １年 ２年次秋学期〜３年
次春学期

北⽶、欧州、中国 留学先の学費免除
渡航費、寮の費⽤、⽣活費などは⾃⼰負担（150
〜300万円程度）
留学⽀援奨学⾦制度あり

早稲⽥ 国際教養 １年 ２年次後期以降 北⽶、中南⽶、欧州、アジア、オセ
アニア、中東、アフリカ

学費はどちらかの⼤学にのみ納⼊
別途渡航費・⽣活費・教材費など
留学⽀援奨学⾦制度あり

愛知 現代中国 ４ヶ⽉ ２年次の第3セメスター
（３⽉中旬〜７⽉初
旬）

中国、台湾、マレーシア

中京 国際 １セメスター（1学期間） １年次秋学期
（９⽉中旬〜12⽉中
旬）

アメリカ、カナダ 110〜180万円程度
秋学期の学費不要

南⼭ 国際教養 ６週間 ２年次第２クォーター
（6〜7⽉）

アメリカ（アリゾナ州⽴⼤） 80万円
留学⽀援奨学⾦制度あり

外国語（英⽶） ４週間 ２年次〜4年次第２
クォーター（6〜7⽉）

アメリカ、イギリス 65万円
留学⽀援奨学⾦制度あり

外国語（スペイン・ラテンアメリカ） ４週間 スペイン︓１年次〜３
年次（春休み）
メキシコ︓２年次〜４
年次（夏休み）

スペイン、メキシコ 50万円
留学⽀援奨学⾦制度あり

外国語（フランス） ４週間 ２年次第２クォーター
（6⽉〜7⽉）

フランス 36〜54万円
留学⽀援奨学⾦制度あり

外国語（ドイツ） ４週間 ２年次第２クォーター
（7⽉頃）

ドイツ 35万円
留学⽀援奨学⾦制度あり

外国語（アジア） ３週間 ２年次
台湾︓7⽉
インドネシア︓2⽉〜3
⽉

台湾、インドネシア 27〜30万円
留学⽀援奨学⾦制度あり

京都産業 国際関係 ３週間 １年次末 北⽶、オセアニア、アジア ⼤学学費に含まれる（保険料⾃⼰負担）
⽂化(京都⽂化ー英語コミュニケー
ションコース)

３か⽉〜 9⽉〜12⽉ カナダ、タイ 70~110万円

同志社 グローバル・コミュニケーション（英語
コース）

１年 ２年次 北⽶、オセアニア、イギリス 110〜170万円（別途⽣活費・渡航費等必要）
派遣先⼤学の授業料は、同志社⼤学授業料のなか
から⼀部充当。

グローバル・コミュニケーション（中国語
コース）

１年 ２年次後期〜３年次
前期

中国、台湾 30〜50万円（別途⽣活費・渡航費等必要）
派遣先⼤学の授業料は、同志社⼤学授業料のなか
から⼀部充当。

⽴命館 グローバル教養 1年間 2年次後期〜3年次前
期

オーストラリア（オーストラリア国⽴
⼤学）

313豪ドル（寮費等別）
全学⽣に奨学⾦100万円⽀給

⿓⾕ 国際（グローバルスタディーズ） １セメスター（15週間程
度）以上

２年次 北⽶、オセアニア、アイルランド 留学先⼤学の学費免除

関⻄ 外国語 １年 ２年次 欧州、北⽶、オセアニア、アジア 留学先により異なる
留学中１年間関⻄⼤の授業料は留学先の学費等
に充当
奨学⾦（海外傷害保険、緊急時サポート費⽤に充
当）約11万円相当⽀給

関⻄外国語 英語キャリア（英語キャリア） 1年間 3年次 北⽶、欧州、アジア、オセアニア、
中南⽶、中東、アフリカ

留学先⼤学の授業料免除、留学先住居費・⾷費は
奨学⾦として⽀給
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留学・海外研修必須の⼤学・学部（抜粋）
⼤学 学部（学科・専攻） 留学期間 留学時期 主な留学先 費⽤

近畿 国際（グローバル専攻） １年 １年後期〜２年次前
期

アメリカ 17,526ドル〜47,868ドル（授業料・寮費）+航
空券、保険、⾷費など
留学中の近畿⼤の学費免除

国際（東アジア専攻） １年 １年後期〜２年次前
期

中国、台湾、韓国 中国︓44,800〜52,100元（授業料・寮費）+
航空券、保険、⾷費など
台湾︓313,000台湾ドル（授業料・寮費）+航空
券、保険、⾷費など
韓国︓725.8万ウォン〜1,390万ウォン（授業料・
寮費）+航空券、保険、⾷費など
留学中の近畿⼤の学費免除

関⻄学院 国際 短期︓1ヶ⽉
中期︓4〜6ヶ⽉
⻑期︓６ヶ⽉〜１年
※いずれか選択

原則２年次 北⽶、欧州、アジア、オセアニア、
中南⽶

短期留学︓20〜85万円
中期留学︓50〜300万円
（授業料、寮・ホームステイ費、往復旅費含む）
⻑期（交換）︓協定⼤学授業料不要、往復旅費
と⽣活費は本⼈負担
⻑期（認定）︓関⻄学院⼤学と留学先⼤学の両
⽅に学費納⼊
奨励⾦⽀給︓短期15万円、中期40万円、⻑期１
年60万円（1セメスター30万円）、交換留学は成
績優秀者に別途上限40万円（1セメスター20万
円）⽀給

※2023年2⽉現在、河合塾調べ

※新型コロナウイルス感染拡⼤の影響により、留学時期の変更、オンライン留学での代替措置を実施する⼤学もある
※九州⼤は協定校への留学、⼤学主催のプログラム等に参加した場合（協定校以外への留学も可）
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