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Introduction

こんにちは！もしあなたが学生でこれを読んでいるのだとしたら、きっ

ウォレスの説明によれば「 最も当たり前で大切な真実は大抵、最も理

と留学を考えていることでしょう。もしそうだとしたら、是非ともそうし

解したり話題にすることが難しい 」のだそうです。魚は一生を水の中で

てください！

留学した時、最も大きな課題となるのが異なった環境に身を置くこと

から離れて生活することによってより自立した精神的に強い人間になれ

です。あなたの「 水 」はこれまでとは違う、不透明に見えるものに変わっ

る、などが挙げられます。

てしまいます。 泳ぐのが難しくなり、なんだか変な感じです。でも新し

類されます。みなさんのニーズや予算にあったプログ
ラムがきっと見つかるはずです！

だけを興味の中心にしてしまうと豪華なごちそうを目の前にして「 タンパ

来ていた時、初めて一人で日本の電話帳の中に目的の電話番号を見つ

ク質と食物繊維をたくさん摂取できそうだ 」と考えてしまうようなもので

けた時の高揚感は今もよく憶えています。
しかしそれ以上に、あなたは長年自分の中にありながら気づいていな

ずっと豊かなものを手に入れることができるのです。ただ、留学によって

かった多くの文化的規範やふるまい方を認識することとなるでしょう。

得るものの本質をうまく説明するのは難しいです。

これは留学先の国だけでなく世界全体
から学び、関わる能力を飛躍的に高く

す。 高名な作家のデヴィッド・フォスター・ウォレスは 2005 年、ケニオ

させます。このようにして真のコスモ

ンカレッジの卒業式でスピーチをしました。冒頭で以下のような短くて

ポリタン、または日本人がよく使う言葉

変わった逸話を話しました。

の「グローバル人材 」になるのです。こ
の機会を逃さず、早稲田大学在学中に

モデルケース
留学先の選び方
EX-L

P.15

CS-R（1S）
プログラム

1年
協定大学の学費等

通常科目を学ぶ点で交換留学（EX-R ）と同じだ
が、学費の取り扱いが異なる。海外の有名大学で
のプログラムが比較的多く学費はやや高め。1 校
あたり 1 〜 10 名程度。

P.13

現地学生と同じ科目を
1 学期間だけ履修する
半年
協定大学の学費等

内容は 1 年間の CS-R プログラムと同じで最初
から現地のカリキュラムに沿って科目履修をす
る。1 年間は留学できないが海外体験をしたい方
におすすめ。プログラムによっては語学スコア
不要！1 校あたり 1 〜 10 名程度。

CS-L

プログラム紹介 1 セメスターの CS-R

CS-L

プログラム紹介 DD
プログラム紹介

1～2年

DD
プログラム

早大学費等

早大学位と留学する協定大学の学位が取得でき
るハイレベルプログラム。海外名門大学への留
学であり高い語学力と成績が求められる。1 校あ
たり 2 〜 20 名程度。

program 08

プログラム紹介 1 年間の CS-R

早大と協定大学の学位が
取得できる

P.17

P.19

語学学習、文化体験を重視
まずは海外経験、という方へ
短期留学プログラム
（春・夏季）

1 ～ 7 週間
研修旅行代金

海 外に興味はあるが、中期や長 期は予算的に
ちょっと、または敷居が高く感じて不安だという
方におすすめ。年間で約 50 プログラムを実施。
1プログラムあたり 3 〜 30 名ほどが参加可能。

▲

留学ロードマップ

応募時は比較的語学力が低くても出願可能。外
国語学習を中心に語学レベルに応じたカリキュ
ラムを履修できる。現地サポートが手厚いのが
魅力。1 校あたり 5 〜 30 名程度。

▲

留学するなら早稲田のプログラム！

1年
協定大学の学費等

CS-R (1Y)
プログラム

P.15

半期の語学学習として
おすすめ
CS-L（1S）
プログラム

半年
協定大学の学費等

内容は 1 年間の CS-L プログラムと少し異なり、
基本的には外国語学習のみ。プログラムにもよ
るが概ね 3 〜 5 ヶ月ほどみっちり語学学習ができ
るのが魅力。プログラムによっては語学スコア
不要！1 校あたり 5 〜 20 名程度。

▲

INDEX
Global Partnership ～早稲田大学の海外協定大学～

協定大学付属の語学学習機関でじっくりと集中
して語学力を磨く交換留学。現地学費はかから
ないため比較的低い予算で留学できるのが魅力。
1 校あたり 1 〜 5 名程度。

現地学生と同じ
科目を履修

P.17

留学センター 所長
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15-16
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23
24
25-26

早大学費等

P.13

充実のサポートで
語学と現地科目の学習が可能
CS-L (1Y)
プログラム

1年

EX-L
プログラム

▲

早稲田大学

た。
『水ってなに？』」

自分にあった留学プログラムを見つけよう！

協定大学へ交換留学生として留学する。現地学
生とともに通常科目を学ぶに足る高い語学力が
必要。早大への学費支払いで参加できるため、
比較的費用がかからないプログラム。1 校あたり
1 〜 5 名程度。

ぜひとも留学を経験してください。

二匹が少し泳いだところで、一匹の若い魚がもう一匹の若い魚に聞きまし

Introduction

早大学費等

▲

いできて会釈をしながら『 おはよう。水の具合はどうだい？』と尋ねました。

program 04

す。語学力や強い精神力を得ることはもちろんできますが、それらよりも

1 年（原則）

語学力初級でも参加可能な
交換留学

▲

です。インターネットの時代になるずっと前に私が日本に留学生として

「 ある二匹の若い魚が並んで泳いでいたところ、向こうから年上の魚が泳

留学先大学の情報や
応募要件を検索してみよう！

海外留学プログラムリスト
早稲田

プログラムリスト

P.21

CAMPUS Asia

プログラム紹介 短期

プログラム名略称

留学情報の集め方

EX-R

海外留学奨学金・教育ローン

EX-L
CS-R (1Y)

留学とキャリア

CS-L (1Y)
CS-R (1S)

01

期プログラム、そして 1 年〜 2 年の長期プログラムに分

▲

い環境の中でうまくやっていくことを覚えると、とても気分がいいもの

によってそのようなことを身につけることもできるでしょう。しかし、それ

EX-R
プログラム

▲

これらはもちろんりっぱな留学の目的だと思いますし、大抵の場合留学

ある例え話が私の言いたいことをうまく要約してくれていると思いま

NEW
NEW YORK
YORK

みを利用する短期プログラム、
1 セメスター（学期）の中

program 03

できないのです。

と言えば外国語が上達する、友人や家族がいる快適で問題のない日常

1
1

超える国と地域に広がり、さまざまな留学プログラム
を提供しています。大きく分けると主に春休みや夏休

program 06

し、あまりにも自然で不可欠なものだからちゃんと認識することが全く

program 02

同じです。 いわゆる金魚鉢の外に出ない限り常に私たちの周りに存在

一部であり続けることでしょう。

program 01

ら何年経とうが異文化との出会いはいつまでもあなたの人生の大切な
留学を予定している人たちもよく口にする、留学で明らかに得るもの

現地学生と共に学ぶ
留学の定番・交換留学

私たちが育っていく過程で身の回りにあった文化は魚にとっての水と

program 05

外のものを想像することもできません。

program 07

うことです。留学は最も貴重な教育法のひとつであり、母国に帰ってか

プログラム紹介 EX-R

早稲田大学の約 700 校の海外協定大学は世界 80 を

過ごしますが、水を意識することはありません。すぐそこにあって、水以

外国で勉強するということはたくさん成長して学ぶことができる、とい

01
02
03-04
05-06
07
08
09-12
13-14

自分にあった
留学プログラムを
見つけよう !

CS-L (1S)

2
2

DD

BEIJING
BEIJING

プログラム名
Exchange Programs

Customized Study
Programs
Customized Study
Programs
Double Degree Programs

種別

期間

Regular Academic Programs

1 年（原則）

Language Focused Programs

1 年（原則）

Regular Academic Programs

1 年（原則）

Language Focused Programs

1 年 （原則）

Regular Academic Programs

半年（原則）

Language Focused Programs

半年（原則）

Regular Academic Programs

1 〜 2 年（原則）

※本パンフレットの掲載情報は 2018 年 2 月末時点のものです。
最新の情報は、留学センター Web ページを確認してください。
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Global Partnership
ASIA
インド

★全インド医科学研究所
チョウグルカレッジ
★インド経営大学院バンガロール校
★インド経営大学院アーメダバード校
インド工科大学デリー
インド工科大学ハイデラバード校
ジャワハラル・ネルー大学
プレジデンシー大学
SRM 大学
南アジア大学

インドネシア

★インドネシアイスラム大学
★ハサヌディン大学
★ビナ・ヌサンタラ大学
ガジャマダ大学
バンドン工科大学
★ムラワルラン大学
★パジャジャラン大学
★プレジデント大学
★タンジュプラ大学
ウダヤナ大学
インドネシア大学
★バランカヤ大学

★国立中興大学
★国立高雄第一科技大学
国立中山大学
★国立台北大学
★国立台北科技大学
国立台湾師範大学
★国立台湾体育大学
国立台湾大学
国立清華大学
淡江大学
東海大学
★台北市立大学
★中信金融管理学院
★大同大学

バングラディシュ

中国

ベトナム

中山大学
★安徽師範大学
北京電影学院
北京外国語大学
★北京工業大学
★北京化工大学
★北京林業大学
★北京理工大学
北京第二外国語学院
北京語言大学
北京師範大学
★首都師範大学
ウズベキスタン
★中南大学
ウズベキスタン国立大学
★長安大学
サマルカンド国立大学
★長江商学院
★タシケント国立東洋学大学
★中欧国際工商学院
タシケント経済大学
中国政法大学
ウズベキスタン共和国大統領付属公共行政アカデミー
中国科学院
世界経済外交大学
中国社会科学院
重慶大学
カザフスタン
中国伝媒大学
アルファラビカザフ国立大学
★大連交通大学
大連外国語学院
韓国
大連理工大学
★済州大学校
★東北師範大学
全北大学校
★東華大学
全南大学校
華東師範大学
朝鮮大学校
復旦大学
大邱大学校
★杭州師範大学
★檀国大学校
哈爾濱（ハルビン）工業大学
東亜大学校
★湖南大学
東義大学校
内蒙古大学
梨花女子大学校
★江南大学
★大邱慶北科学技術研究院
吉林大学
韓国外国語大学校
吉林財経大学
漢陽大学校
★蘭州大学
仁荷大学校
遼寧大学
江原大学校
★中央民族大学
★国民大学校
南京大学
韓国科学技術院
★南京航空航天大学
★韓国体育大学校
★南京郵電大学
★韓国産業技術大学校
★南京理工大学
高麗大学校
南開大学
韓国映画アカデミー
華北電力大学
慶煕大学校
★東北大学
★釜慶大学校
★東北林業大学
★釜山外国語大学校
★西北大学
釜山大学校
★西北師範大学
ソウル大学校
北京大学
淑明女子大学校
中国人民大学
成均館大学校
山東大学
★鮮文大学
上海社会科学院
★韓国カトリック大学
上海交通大学
延世大学校
上海師範大学
★培材大学校
上海杉達学院
上海大学
カンボジア
上海財経大学
カンボジア王立農業大学
★上海体育学院
ブノンペン王立大学
上海外国語大学
汕頭大学
シンガポール
四川大学
ナンヤン工科大学
★蘇州大学
シンガポール国立大学
★華南理工大学
シンガポール経営大学
★東南大学
シンガポール・ユニバーシティ・オブ・テクノロジー・アン ド・デザイン
★西南大学
★イェール NUS カレッジ
西南政法大学
同済大学
タイ
清華大学
チェンマイ大学
★電子科技大学
チュラロンコーン大学
★北京科技大学
★カセサート大学
中国科学技術大学
マヒドン大学
武漢大学
★プリンス・オブ・ソンクラー大学
厦門大学
タマサート大学
西安交通大学
★コンケン大学
★西安電子科技大学
★延辺大学
台湾
★浙江中医薬大学
★法務部司法官学院
★浙江工商大学
中国文化大学
浙江大学
中原大学
香港中文大学（深セン分校）
高雄医学大学
★北京交通大学
★台湾国立中央大学
★ノッティンガム大学中国寧波キャンパス
国立成功大学
国立政治大学
パキスタン
★国立曁南国際大学
★ラホール経営大学
国立交通大学
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ダッカ大学

東ティモール

★東ティモール国立大学

フィリピン

アテネオ・デ・マニラ大学
デ・ラ・サール大学マニラ校
マプア工科大学
フィリピン大学

ブルネイ

ブルネイ・ダルサラーム大学

貿易大学
★ハノイ工科大学
★ホーチミンシティ工科大学
ベトナム国家大学ハノイ校
ベトナム国家大学ホーチミン市校
日越大学

香港

香港理工大学
香港中文大学
香港城市大学
香港バプティスト大学
香港科技大学
香港大学
嶺南大学

マカオ

マカオ大学（澳門大学）

マレーシア

★ウタラマレーシア大学
マラヤ大学
マレーシア・サラワク大学

ミャンマー

ヤンゴン大学
ヤンゴン工科大学

モンゴル

モンゴル国立大学

ラオス

★ラオス国立農林研究所

OCEANIA
オーストラリア

マッコーリ―大学
モナッシュ大学
オーストラリア国立大学
アデレード大学
メルボルン大学
ニュー・サウス・ウェールズ大学
クイーンズランド大学
シドニー大学
サウス・オーストラリア大学
グリフィス大学
西オーストラリア大学
シドニー工科大学

サモア

サモア国立大学

ニュージーランド

AUT 大学
オークランド大学
カンタベリー大学
★ヴィクトリア大学ウェリントン校

パプアニューギニア

パプア・ニューギニア大学

フィジー

南太平洋大学

ミクロネシア連邦

カレッジ・オブ・ミクロネシア

パラオ

パラオコミュニティカレッジ

EUROPE
アイスランド

アイスランド大学

〜早稲田大学の海外協定大学〜

カーディフ大学
マドリード・カルロス 3 世大学
★デ・モントフォード大学
★バルセロナ建築大学
キングス・カレッジ・ロンドン
ポンペウ・ファブラ大学
★ラフバラ大学
アルカラ大学
ケンブリッジ大学トリニティ・カレッジ
バルセロナ大学
ケンブリッジ大学ゴンヴィル・アンド・キーズ・カレッジ
グラナダ大学
ケンブリッジ大学ペンブルック・カレッジ
ナバラ大学
ロンドン大学クイーン・メアリ―校
サラマンカ大学
ロンドン大学ロイヤル・ホロウェイ大学
サンチアゴ・デ・コンポステーラ大学
★ストラスクライド大学
バレンシア大学
ケント大学
マンチェスター大学
スロバキア
ノッティンガム大学
コメニウス大学
バーミンガム大学
マテイベル大学
ブライトン大学
ブリストル大学
セルビア
エディンバラ大学
ベオグラード大学
エクセター大学
グラスゴー大学
チェコ
リーズ大学
プラハ・カレル大学
レスター大学
マサリク大学
ロンドン大学・東洋アフリカ学院
ロンドン大学・ユニバーシティ・カレッジ・ロンドン デンマーク
ニューカッスル・アポン・タイン大学
コペンハーゲン・ビジネススクール
★オックスフォード大学ハートフォード・カレッジ
コペンハーゲン大学
★オックスフォード大学セントピーターズカレッジ
オーフス大学
シェフィールド大学
スターリング大学
ドイツ
サセックス大学
ダルムシュタット工科大学
ウォーリック大学
★ヴァイマール建築大学
ウエストミンスター大学
★ブチェリウスロースクール
ヨーク大学
★フランクフルト金融経営大学
★グランフィールド大学
ベルリン自由大学
★インペリアル・カレッジ・ロンドン
★ケルン体育大学
★ハンブルグ工科大学
デュッセルドルフ大学（ハインリッヒ・ハイネ大学）
イタリア
★聖アンナ高等研究院 ARTS 研究所
★ヘルティ大学
ボッコーニ大学
ブレーメン経済工科大学
ヴェネツィア・カ・フォスカリ大学
ベルリン・フンボルト大学
ルイス大学
★ゲーテ大学
★トリノ工科大学
ライプチヒ大学
ミラノ工科大学
ミュンヘン大学
ナポリ東洋大学
マルティン・ルター大学ハレ・ヴィッテンベルク
ミラノ大学
ルプレヒト・カール大学ハイデルベルク（ハイデルベルク大学）
★ヴェネチア建築大学
アーヘン工科大学
シエナ外国人大学
★ジーゲン大学
バーリ大学
ミュンヘン工科大学
ボローニャ大学
★ベルリン工科大学
カリアリ大学
アウクスブルク大学
カッシーノ大学
ボン大学
★カターニア大学
ケルン大学
フェラーラ大学
エルフルト大学
フィレンツェ大学
フライブルク大学
パドヴァ大学
ゲッティンゲン大学
パレルモ大学
ハンブルク大学
ピサ大学
マンハイム大学
ヴェニス国際大学
トーリア大学
サクロ・クオーレ・カトリック大学
テュービンゲン大学
ローマ・ラ・サピエンツァ大学
★オットー・バイスハイム経営大学
ローマ・トルヴェルガタ大学
ドレスデン工科大学
★パデルボルン大学
★
WHU コンブレンツ経営大学院
オーストリア
ウィーン工科大学
ザルツブルグ大学
ノルウェー
ウィーン大学
ノルウェー工科自然科学大学
★ウィーンビジネス・経済大学
ベルゲン大学
オスロ大学
トロムソ大学
オランダ
ライデン大学
★マストリヒト大学マストリヒトカレッジ
ハンガリー
★ティルブルグ大学
ブタペスト工科経済大学
アムステルダム大学
中央ヨーロッパ大学
トゥウェンテ大学
ブタペシュト・コルヴィヌス大学
ユトレヒト大学
エトヴェシュ・ロラーンド大学
アムステルダム自由大学
エラスムスロッテルダム大学
フィンランド
アールト大学
ヘルシンキ大学
ギリシャ
カポディストリアコス・アテネ大学
ユヴァスキュラ大学
トゥルワ大学

スイス

★ジュネーヴ国際開発研究大学院
ジュネーヴ大学
バーゼル大学
ローザンヌ大学
★ザンクト・ガレン大学
チューリッヒ大学

スウェーデン

★カールスタッド大学
スウェーデン王立工科大学
リンネ大学
アイルランド
トリニティ・カレッジ（ダブリン大学）
ルンド大学
ユニバーシティ・カレッジ・ダブリン
ストックホルム大学
リムリック大学
ヨーテボリ大学
★ダブリン・シティ大学
ウプサラ大学
★コーク大学
ウメオ大学

イギリス

★ロンドン・スクール・オブ・エコノミックス
バンガー大学

スペイン

マドリード自治大学
バルセロナ自治大学

フランス

★グルノーブル第一大学ジョセフフーリエ
リール第 2 大学
リール第 3 大学
リール第 1 大学
★パリ・ラ・ヴィレット建築大学
★リヨン経営大学
★社会科学高等研究院
★国立高等鉱業学校アルビ・カルモ―校
★ EDHEC 経営大学院
アムリヨンビジネススクール
カシャン高等師範学校
パリ高等師範学校
ESCP ヨーロッパ・ビジネススクール
★エセック経済商科大学院大学
★グルノーブル大学
グルノーブル政治学院
リヨン第 3 大学
リール政治学院
フランス国立東洋言語文化研究院

★パリ第 10 大学（ナンテール）
パリ第 7 大学（パリ・ディドロ）
パリ第 3 大学（ソルボンヌ・ヌーヴェル）
パリ第 1 大学（パンテオン・ソルボンヌ）
★パリ第 2 大学（パンテオン - アサス）
パリ第 9 大学（パリ・ドフィーヌ）
パリ第 4 大学（ソルボンヌ）
レンヌ政治学院
パリ政治学院
★エクサンプロヴァンス政治学院
リヨン政治学院
ストラスブール大学
★パリ市立工業物理化学高等大学
★トゥールーズビジネススクール
★サヴォア大学
★トゥールーズ第 3 ポールサバティエ大学
レンヌ第 1 大学
レンヌ第 2 大学
トゥールーズ・ジャン・ジョレス大学
ボルドー・モンテーニュ大学
ENS パリサクレー
★EDC パリビジネススクール
★IESEG 経営学院ビジネススクール

ブルガリア

ソフィア大学

ベラルーシ

ベラルーシ国立大学

ベルギー

ブリュッセル自由大学
★高等社会コミュニケーション大学
ルーヴァン・カトリック大学
★ヴェサリウス・カレッジ
欧州大学院大学

ポーランド

ヤギェウォ大学
ワルシャワ大学

ポルトガル

コインブラ大学
リスボン大学
ポルト大学

ルーマニア

ブカレスト大学

ルクセンブルグ

ルクセンブルク大学

エストニア

タリン大学
タルトゥ大学

ラトビア

ラトビア大学

リトアニア

ヴィルニュス大学
ヴィータウタス・マグヌス大学

ロシア

モスクワ工学物理研究所
アムールスキー国立人文教育大学
ロシア極東国立総合大学
モスクワ大学
サンクトペテルブルク大学

MIDDLE EAST & AFRICA
ウガンダ

マケレレ大学

エジプト

エジプト日本科学技術大学
カイロ大学

タンザニア

ダル・エス・サラーム大学

ボツワナ

ボツワナ大学

南アフリカ

ケープタウン大学
ステレンボッシュ大学

アフガニスタン
カブール大学

アラブ首長国連邦

アラブ首長国連邦大学

オマーン

スルタンカブース大学

カタール

カタール大学

サウジアラビア

イマム・マハマッド・イブン・ソード・イスラミック大学
キングアブドゥルアジーズ大学
キング・アブドゥラ科学技術大学 (KAUST)
キング・ファハド石油鉱物資源大学
キングサウド大学
★プリンス・サッタム・ビン・アブドゥールアジズ大学

シリア

ダマスカス大学

バーレーン

バーレーン大学

ヨルダン

ヨルダン大学

トルコ

ビルケント大学
ボアズィチ大学
★コチ大学

イスラエル

テルアビブ大学
ヘブライ大学
ハイファ大学

イラン

アルザフラー大学
シャリフ工科大学
テヘラン大学

NORTH AMERICA
アメリカ

ラファイエット・カレッジ
★ブランダイス大学
★ジョージメースン大学
アイオワ州立大学
アメリカン大学
アラスカ大学フェアバンクス校
アリゾナ州立大学
アリゾナ大学
アルゴンヌ国立研究所
イェール大学
イリノイ大学アーバナ・シャンペーン校
インディアナ大学
ウィートンカレッジ
ウィスコンシン大学マディソン校
ウェストバージニア大学
オハイオ州立大学
オレゴン州立大学連盟（IE3 Global) ＜ 8 校＞
オレゴン健康科学大学
オレゴン工科大学
オレゴン州立大学
オレゴン大学
西オレゴン大学
東オレゴン大学
南オレゴン大学
ポートランド州立大学
カリフォルニア州立大学連盟
カリフォルニア海事大学
カリフォルニア州立大学イーストベイ校
カリフォルニア州立大学サクラメント校
カリフォルニア州立大学サンバーナーディーノ校
カリフォルニア州立大学サンマルコス校
カリフォルニア州立大学スタニスラウス校
カリフォルニア州立大学チコ校
カリフォルニア州立大学ドミンゲスヒルズ校
カリフォルニア州立大学ノースリッジ校
カリフォルニア州立大学フラトン校
カリフォルニア州立大学フレズノ校
カリフォルニア州立大学ベーカーズフィールド校
カリフォルニア州立大学モンテレーベイ校
カリフォルニア州立大学ロサンゼルス校
カリフォルニア州立大学ロングビーチ校
カリフォルニア州立理工大学ポモナ校
カリフォルニア理工州立大学サンルイスオビスポ校
サンディエゴ州立大学
サンフランシスコ州立大学
サンノゼ州立大学
ソノマ州立大学
ハンボルト州立大学
カリフォルニア大学群（UC）
カリフォルニア大学バークレー校
カリフォルニア大学アーバイン校
カリフォルニア大学サンタクルス校
カリフォルニア大学サンタバーバラ校
カリフォルニア大学サンディエゴ校
カリフォルニア大学サンフランシスコ校
カリフォルニア大学デービス校
カリフォルニア大学マーセド校
カリフォルニア大学リバーサイド校
カリフォルニア大学ロサンゼルス校
ケンタッキー大学
ケース・ウェスタン・リザーブ大学
五大湖・中西部私立大学連盟（GLCA/ACM) ＜ 27 校＞
アーラムカレッジ
アラゲイニー大学
アルビオン大学
アンティオーク大学
ウースター大学

ウォバッシュ・カレッジ
カナダ
オーバリン大学
ケベック州大学長連盟 (BCI)
オハイオ・ウェスリアン大学
モントリオール商科大学
カールトンカレッジ
モントリオール理工科大学
カラマズー大学
ラヴァル大学
グリネル大学
マギル大学
ケニオンカレッジ
モントリオール大学
コー大学
シャーブルック大学
コーネルカレッジ
ビショップス大学
コロラドカレッジ
コンコーディア大学
聖オラフカレッジ
ケベック大学
デニソン大学
★ブロック大学
デポー大学
カールトン大学
ベロイト大学
コンコーディア大学
ホープ大学
マギル大学
ノックス大学
マックマスター大学
マカレスター大学
マウントアリソン大学
マンマス大学
クイーンズ大学
リポン大学
サイモンフレーザー大学
ルーザーカレッジ
アルバータ大学
レイクフォレストカレッジ
トレント大学
ローレンス大学
アルバータ大学
コネチカット大学
ブリティッシュ・コロンビア大学
コロラド大学ボウルダー校
カルガリー大学
コロラド大学コロラドスプリングス校
モントリオール大学
コロンビア大学
オタワ大学
シカゴ大学
プリンスエドワードアイランド大学
シラキュース大学
トロント大学
ジョージア工科大学
ウェスタンオンタリオ大学
ジョージア大学
ヨーク大学
ジョージタウン大学
ジョージ・ワシントン大学
メキシコ
ジョンズ・ホプキンス大学
エル・コレヒオ・デ・メヒコ大学
セント・メリーズ・カレッジ・オブ・カリフォルニア
イベロアメリカーナ大学
タルサ大学
モンテレー工科大学
ダートマス大学
グアダラハラ自治大学
テキサス A&M 大学法科大学院
テキサス大学オースティン校
テネシー大学
キューバ
デューク大学
ハバナ大学
デンバー大学
ニューハンプシャー大学
コスタリカ
ニューメキシコ大学
国際連合平和大学
ニューヨーク州立大学アルバニー校
ニューヨーク州立大学ビンガムトン校
エルサルバドル
ニューヨーク州立大学ストーニー・ブルック校
ホセ・マティアス・デルガード大学
ニューヨーク大学
ホセ・シメオン・カニャス中央アメリカ大学
ノーザンアリゾナ大学
ノースカロライナ大学チャペルヒル校
ホンジュラス
ノースダコタ州立大学
★ホンジュラス国立人類学歴史学研究所
パシフィック大学
パデュー大学
バブソンカレッジ
バージニア大学
アルゼンチン
サルバドール大学
ハワイ大学マノア校
ピッツァ―・カレッジ
ピッツバーグ大学
ウルグアイ
ウルグアイ・カトリック大学
ファーマン大学
フォート・ルイス・カレッジ
フロリダ州立大学
コロンビア
コロンビア国立大学
フロリダ大学
★ペンシルバニア大学
バード大学
チリ
チリ・カトリック大学
ボストン・カレッジ
チリ大学
ミシガン州立大学
ミシガン大学
ミシシッピ大学
ブラジル
リオ・デ・ジャネイロ州立大学
ミズーリ大学セントルイス校
ブラジリア大学
ミドルベリー国際大学院モントレー校
カンピーナス大学
南カリフォルニア大学
サンパウロ大学
メイン大学
メリーランド大学
モンタナ大学
ペルー
ペルー経営大学院（ESAN）
ユタ州立大学
サンマルコス国立大学
ユタ大学
ペルー・カトリック大学
ルイジアナ州立大学
ルイス＆クラーク・カレッジ
レズリー大学
ロチェスター大学
ロード・アイランド大学
★ローレンス大学
ワシントン大学（シアトル）
ワシントン大学（セントルイス）
★クレアモント大学院大学
★クレムソン大学
★ジャクソンヴィル大学
★ロックフェラー大学
★スタンフォード大学
★サウスカロライナ大学
★ヴィクトリア大学
★ウッドロウウィルソンインターナショナルセンター・フォー・スカラーズ
リーハイ大学
ノースカロライナ州立大学
ニューヨーク市立大学バルーク校
テキサス大学ダラス校
ノースダコタ大学
レッドランズ大学
★フォーダム大学
＊ 2017年 11 月現在
★ロアノークカレッジ
＊★ 印は、学部・大学院において箇所間協定がある協定校です。

CENTRAL AMERICA

SOUTH AMERICA

＊協定校の中には、学生交流を行っていない大学もあります。

Center for International Education | Waseda University
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留学するなら早稲田のプログラム！
早稲田大学の留学の特長やサポートについてご紹介します。

で
Waseda Global Gate（WGG）
情報収集

留学センターが
出願のサポートをします！

留学準備講座で
留学前の語学力向上を支援

学生留学アドバイザーが
活躍しています！

早稲田キャンパス 22号館 1 階にある WGG は、留学セ

海外の大学への出願手続きはしたことがなく不安だ、と

留学センターは、みなさんの語学力についても全力でサ

留学センターには、留学から帰国した学生で構成される

ンターが運営する、みなさんが個別相談や情報収集を

いうみなさんがほとんどだと思います。

ポートします！

するためのスペースです。

留学センターでは出願や現地での宿舎（学生寮やホー

留学前に少しでも高い語学力を身につけるため、または

通して様々なイベントや個別相談を実施しており、後輩

早稲田大学の留学制度や留学への応募方法に詳しい

ムステイ）の手続きが滞ることがないよう、みなさんの

行きたい留学先大学の語学力条件をクリアするために

学生のための留学促進活動をおこなっています。実際に

常駐スタッフが丁寧に相談に乗ります。事前予約は不要

手続きをサポートしますので安心して応募してください。

留学準備講座（英語）を随時実施しています。

海外留学を経験したアドバイザーたちの情報はとても役

「学生留学アドバイザー」という団体があります。年間を

®

ですのでいつでもお越しください！

その他、日常的にみなさんからの問合せ対応や、出発

また、早稲田大学には TOEFL iBT の

に立つはずですので、ぜひアドバイザーのイベントや個別

基 本的に学 期期間中の

前のオリエンテーション等を通じてみなさんに必要な

テストセンターがありますので、年間を

相談を利用して交流・情報収集をしてください。

平日は毎日開室していま

情報をタイムリーに発信するよう心掛けています。

通じて TOEFL iBT

®

の試験を学内で

すが、詳しくは留学セン

受けることができ、
早大生のみなさんは

ター Web ページにて確

優先的に予約をすることも可能です。

認してください。

05

安心の危機管理体制で
留学生活をサポートします！

世界に広がるネットワークが魅力！
約 600 のプログラムから選べます

Facebook や Twitter で
最新情報を公開中！

海外での生活は盗難等の予期せぬトラブルが起こったり、

とにかく選択肢が多いのが早稲田の留学の特長です。

SNS を通じて、学生の体験談や、イベントに関する情報

慣れない文化・生活習慣の環境下で病気になったり、不

早稲田大学の海外ネットワークは、日本の大学の中で

を提供していますので、みなさんのスマートフォンからお

安になったりと様々なことが起こりえます。

は群を抜いて充実しており、1 ～ 4 週間ほどの語学研

気軽にチェックしてください。役立つ情報があったら、い

早稲田の留学プログラムにて留学した場合、海外大学

早稲田大学の留学プログラムにて海外留学をする場合、

修や文化体験プログラムから海外大学の学位を 1 ～ 2

いね！やシェアをしてくださいね！

で履修した科目の単位を所属の学部・研究科の単位

参加者は指定の海外旅行保険と海外用レンタル携帯電

年かけて取得するダブルディグリープログラム、教養重

話サービスに必ず加入します。

視の少人数制クラスのリベラルアーツカレッジ、早稲田

さらに、病気の際の病院紹介や、所持品が盗難に遭っ

のような大規模大学、世界に名立たる名門大学への交

た場合の対処、さらには生活上の相談まで、早大生専用

換留学まで、とても多彩なプログラムが整備されていま

を考えると同時に、卒業まで 5 年かかる場合の学費等

のサポートデスクが 24 時間 365 日体制でみなさんの

す。きっとみなさんのニーズにマッ

についてもよく考えておくことが大切です。

留学をサポートします。また、地震などの災害や大きな

チしたプログラムを見つけること

事故・事件の発生時には個別に安否確認を実施するな

ができ、早大生だからこそできる

ど、状況に応じた対応を行っています。

留学がたくさんあります。

Center for International Education | Waseda University

早稲田大学 留学センター

早稲田大学 留学センター

Facebook

Twitter

海外大学で取得した単位を
早稲田大学の単位として認定します
「留学すると卒業が遅れるのでは？」といった不安があ
るみなさんもきっといることと思います。

として認定しますので、多くの学生が 1 年間の留学を
経たうえで、学部生の場合は 4 年間で卒業しています。
一方で、卒業に 5 年かかる可能性もありますので、留学

認定される単位数は所属学部・研究科により異なります。

Center for International Education | Waseda University
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留学ロードマップ

モデルケース

今のあなたは、どこにいますか？
これから何をすべきで、どこに向かいたいのかを考えてみましょう。

留学センターの1セメスター以上の長期プログラムは留学先大学の受け入れ時期に合わせて、年間に２回の留学募集選考を行っており、
出発時期もプログラムによって春出発、秋出発の２パターンがあります。手続きなどの詳細については次ページ以降に掲載しています。
以下に、留学を含めて４年間で卒業を目指すモデルケースをご紹介します。

出発８～９ヶ月前

▼
▼
出発３～６ヶ月前

▼
▼
出発直前～５ヶ月前

▼
▼
▼
▼

留学生活

留学プログラムの情報収集

▼

保証人への相談・共有

■

●

留学のイメージが描けましたか？

●

次に必要な具体的な準備が見えてきましたか？

具体的準備（越えるべきハードル）

Hello!

■

学業成績

■

経済力・資金計画

●

ハードルを越えるための計画は具体的ですか？

■

語学力

●

ハードルを越えられましたか？

■

留学準備講座

学内選考（出願書類提出および学内審査）
TOEFL 、IELTSなどの語学能力証明書

■

学習研究計画書

■

英文成績証明書など提出

可能ならば、再挑戦の準備へと
気持ちを切り替えましょう。

受入不可

●

重要な手続きです。慎重に進めましょう。

出発諸準備
ビザ取得

■

現地宿泊先手配

■

航空券手配

■

各所属事務所での手続き

など

健康、安全に気をつけて
充実した留学にしましょう。

帰国

各所属事務所・留学センターなどに対して、帰国報告、
単位認定などの必要手続きを速やかに行ってください。

自分の留学体験を振り返ってまとめてみましょう。体験記を書いたり、学生留学アドバイザーになって
次に留学する学生のサポートをすることは、大変良い経験になります。
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留学センター

学内選考
出願準備

留学の心構え

①留学に行きたい！と思い立った
ら、まず、留学の目的とその目的
を達成するための具体的な条件を
考えてみましょう（どの国・地域
へ、何年生で、どれくらいの期間
留学したいのか）。
② 留 学 セ ン タ ー Web ペ ー ジ、
Waseda Global Gate 、
留学フェ
アなどのイベントで情報を収集し
留学プログラムを選びましょう。
留学プログラムが決まると、
「出
願時期」
、
「学業成績や語学力など
の出願条件」
、
「必要資金の目安」
が具体化します。
③それに合わせて、語学試験の
受験や資金の計画など、具体的
な準備に進んでください。

帰国後の諸手続き

2 〜 3 月より 12 〜 1月まで

留学

（約 10 か月）

2 年次

10 〜 12 月
学内選考出願

4 年次

単位認定
就職活動

留学準備

1 年次

留学出願準備

各大学指定の出願書類提出

■

出発

への申請

選出されなかったり、
受入許可が下りなかった場合・・・

留学候補大学での受入審査

秋

学業生活

（※一部不要なプログラムも有）

■

Hello!

学内選考出願準備

留 学 先 決 定 後、
随時留学先大学
へ出願するため
の各種手続き

学内選考未決定

®

■

学業生活

▼

■

への申請

3 年次

留 学 先 決 定 後、
随時留学先大学
へ出願するため
の各種手続き

4〜5月
学内選考出願

▼

▼
▼
▼

留学目的の明確化

2 年次

▼

～出発１年前

「留学の思い」の具体化
■

1 年次

▼

▼
▼

出発

留学センター

▼

出発１年半以上前

春

▼

将来のために留学が必要！

3 年次

3 月卒業

4 年次

▼

留学センターに

相談してみましょう。

一部のプログラムを除いて、選考は留学に出発する１年前に行いますので、早めに準備を進めることが重要です。

帰国後の諸手続き

7 〜 9 月より 5 〜 6 月まで

留学

（約 10 か月）

▼

留学すべきか迷っている・・・

将来設計を立てる

▼

▼
▼

■

▼

留学への意識が芽生えたら

留学準備

単位認定

就職活動

3 月卒業

留学に際しての心構えをまとめました。「留学したい！」と思い立った時から、
出願、留学中そして帰国後に分けて図示しています。ぜひ、参考にしてください。

留学準備
①留学センターの学内選考に出願
し、留学候補大学が決定した後は、
留学候補大学への正式な出願手続
きを行います。「入学許可」が届
いたら、各自渡航に必要なビザを
申請します。さまざまな書類の提
出が必要になってくるので、締切
を守るよう、余裕を持って準備し
てください。
②さらなる語学能力の向上やア
カデミックスキルを身につけら
れるよう、学業面での準備も必要
になってきます。
③生活面においても、留学期間
に合わせて必要なものを準備し
ておきましょう。

留学中
①留学中は、目標を持って様々な
ことにチャレンジしてみてくださ
い。海外で慣れない言語での学習
はストレスも多いでしょうが、く
じけずに続けることが大切です。
ただし、困ったことがあれば、留
学先大学や留学センターにいつで
も相談してください。
②ボランティアやインターン
シップなど、課外活動にも積極
的 に 参 加 す る と 視 野 が 広 が り、
より幅広い人脈を築くことがで
きます。留学中に知り合った仲
間は生涯を通して大切な財産に
なります。

帰国後
①帰国報告書を提出してくださ
い。自らの留学経験を振り返る良
い機会であると共に、後輩にその
経験を伝えるためのものでもあり
ます。
②帰国した後は、卒業後の進路に
ついて考える時期になります。留
学の経験を生かして、自分の将来
設計をしてください。
③語学力の保持や留学中にでき
た人脈を大切にするなど、自ら
の工夫次第で経験をさらに活か
すこともできます。
④留学センターでは「学生留学
アドバイザー」の登録を受け付
けています。後輩のために自分
の経験を伝えるボランティア活
動も、自らの留学経験を大いに
活かせる場です。

Center for International Education | Waseda University
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留学先の選び方

豊かな大自然やフレンドリーな気質も魅力

オセアニア

早稲田大学が提供する留学プログラムは約６００以上にのぼります。
何を基準にして、自分に合った留学先を探せばよいのでしょうか。
その例として挙げられるのが「国・地域」「言語」「予算」「目的」です。
それぞれのポイントをご紹介します。

Oceania

オーストラリアやニュージーランドは多民族国家であることから、一般的に
留学生に対してもフレンドリーだと言われています。留学生にとっては学び
やすい環境であり、教育レベルの高さにも定評があります。年間を通して
温暖な気候も魅力です。欧米と異なり、２～３月に出発し、12 ～ 1 月に帰

国や地域から選ぶ

国する春募集・春出発のプログラムが豊富です。

早稲田大学の協定校のネットワークは全世

■ メリット

界に広がっています。それぞれの国や地域の

・自然に恵まれた、ゆったりとした環境

特徴を知り、自分自身の留学目的と照らし合

・さまざまな人種や民族が暮らしているため、
留学生もなじみやすい

わせながら、選択肢を絞っていきましょう。

■ こんな人におすすめ

「春から英語圏に留学したい」
「英語圏に行きたいが、欧米とは異なる文化体験がしたい」
「温暖な気候と自然あふれる環境の中で勉強・生活したい」

全世界から多種多様な人が集う、刺激に満ちた環境

北米
アメリカは、人種・性別・年齢・宗教を問わず、教育を受けられるシステム
が整っているため、留学生の国籍も多彩。文化やアート、スポーツに触れ
る機会も充実しています。カナダは、環境の良さや治安の良さが特徴。豊
かな自然に恵まれ、アウトドアアクティビティも盛んです。
■ メリット

North America

それぞれの国に豊かに息づく歴史・文化・芸術が魅力

ヨーロッパ

Europe

ヨーロッパには長い歴史と伝統を誇る名門大学が多く、勉強に打ち込むに
は好適な環境と言えます。芸術や文化が人々の生活に根付き、芸術作品に
触れる機会が身近にあるのも魅力。歴史が薫る美しい街並みも随所で目
にすることができます。ヨーロッパ各国は鉄道や飛行機のネットワークが
充実しており、気軽に近隣国へ旅行に出かけることも可能です。

・さまざまな人種や民族が暮らしているため、留学生もなじみやすい
・高等教育の水準が高い
・リベラルアーツカレッジから総合大学まで、留学先の選択肢が多い
■ こんな人におすすめ

「世界各国の人と知り合いたい」
「専攻分野に関する最先端を学びたい」
「憧れの名門大学の授業を受けてみたい」

■ メリット

・英語プログラムが豊富で、選択肢が多い
・長い歴史と豊かな文化に触れられる
・通貨が共通で、近隣国への往来も容易（ユーロ加盟国）
■ こんな人におすすめ

「英語のほかにもう 1 つ言語を学びたい」
「留学先の国以外もあちこち訪れたい」
「歴史や芸術・スポーツに関心がある」
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ダブルディグリー（DD）など、多彩なプログラムが魅力

東アジア

East Asia

言語から選ぶ
留学は語学力を磨くチャンス。「どの言葉を身につけたいか」を基準に
留学先を選ぶのも一つの方法です。

中国語圏 ： 中華パワーの源へ！

東アジアの大学は、早稲田大学の歴史の中でも長く交流の実績があります。
英語での留学もできますが、大陸ならではの文化に触れながら、第２外国
語として皆さんが履修している中国語や朝鮮語の能力を伸ばしてみてはい

非英語圏でも英語で学べる！

母語人口の多さでは、英語を抑え、中国語が世界第１位です。日本企業の中国進

非英語圏でも英語で授業が行われる大学は多く、グローバル・イングリッシュを

出も進み、中国語話者の需要は高まると予想されます。留学先としては中国大陸

学ぶことができます。日常生活では現地語を使うため、英語に加え現地語も学ん

の各都市に加えて、香港、台湾が挙げられます。また、華僑コミュニティが形成
されている東南アジア各国でも、中国文化に触れられる機会があります。

かがでしょう。現地語や英語の EX、現地語学習の CS に加えて DD もあり、
プログラムの種類も豊富です。

英語圏 ： 目指せグローバル人材！

■ メリット

・経済発展著しい地域ならではのダイナミズムを感じられる
・学費や生活費、渡航費が比較的安く抑えられる

Hello
r
en
t
u
G ag Bonjou
T
Oi Привет
Ciao

でみたいという人におすすめです。アジア・ヨーロッパの非英語の国のほとんどで、
英語プログラムが提供されています。

非英語圏 ： 一足お先にマルチリンガル！

留学先として圧倒的人気を誇る英語圏。近年は新興国でもビジネスの場面におい

英語をすでに身につけ、「もう１つ言語を勉強したい」という人におすすめです。

て英語は重要なコミュニケーションツールとなっています。将来グローバルな仕

早稲田大学では非英語圏の大学とも多くの協定を結んでいるので、言語の選択肢

事に携わりたいと考える人にとって、英語力は必須となります。早稲田大学では、

は豊富。非英語のプログラムには、フランス語やドイツ語をはじめ、ロシア語や

イギリス・北米・オセアニア各国の豊富なプログラムから留学先を選ぶことがで

朝鮮語などもあります。スペイン語・中国語など、英語以外の語学を学べる短期

きます。

プログラムも実施しています。

■ こんな人におすすめ

「第２外国語を伸ばしたい／第２外国語で勉強したい」
「ダブルディグリープログラムに挑戦したい」

予算から選ぶ
留学にかかる費用は、行き先の国や地域、あるいはプログラムによって大きく異なります。

成長のエネルギーに満ちたエリアでグローバルマインドを磨く

東南アジア・インド
世界の中でも発展著しい東南アジアやインド。米語や英語とは違う「グローバル・イングリッシュ」

あらかじめ予算計画を立てましょう。

Asia

まずは試しに短期留学プログラム！

費用はなるべく抑えたい！

夏・春休みを利用して海外を体験するには、短期留学がおすすめです。特にアジ

留学先というと、北米やヨーロッパなど物価の高い国のイメージがありますが、ア

ア圏は費用が比較的安く、中には 10 万円ほどで留学できるプログラムも。まず

ジア地域では物価が比較的安く生活費が抑えられます。アメリカやイギリスでな

は近場で異文化体験を味わい、その後の長期留学につなげるのもいいですね。費

くても、アジアの協定大学の多くが英語プログラムを提供していますので検討し

用を抑えた数多くのコースを用意していますが、留学先の国や大学、期間によっ
て費用はさまざまです。

用が異なりますので賢く選びましょう。

や現地の言葉に触れることで、コミュニケーション能力やタフな適応能力を養う機会にもなるで

学費相互免除で交換留学？それともCSプログラム？

しょう。日系企業が多数進出しているこの地域への留学は、将来世界で活躍したい人にもぴった

長期留学の中でも EX プログラムなら早稲田大学の所属学部・研究科に学費を支

りです。アジアらしさの中にもフランスの伝統が薫るベトナムや、近代的な建物と寺院が共存する

払うことで留学先大学の学費が免除になります。一方で、CS プログラムでは留

タイ、成長を間近に感じられるインドなど、感性を刺激されることでしょう。一般的に物価も安く、

グラムの費用を確認することが重要です。

学先大学へ学費を支払い早稲田大学の学費が免除になりますので、希望するプロ

・グローバル・イングリッシュを学べる
・多文化・多宗教に触れられる
・学費や生活費、渡航費が比較的安く抑えられる
■ こんな人におすすめ

「誰とでもコミュニケーションをとれる英語を身に付けたい」
「将来はアジアを舞台に活躍したい」
「成長著しい国の雰囲気を肌で感じたい」

その他の地域
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早稲田大学の協定校は南米やアフリカ、中東地域にもあります。
プログラムは限られますが、チャレンジ精神があり、個性的な留学をしたい人におすすめです。
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予算に縛られず留学を考えたい !
「高額でも、有名大学に行ってみたい！」と思う人はオックスフォード大学や
イェール大学、ペンシルベニア大学などの、世界中から優秀な学生が集まる大学
で切磋琢磨するプログラムも検討してみるといいでしょう。

■ 奨学金については P24 をご覧ください。

留学費用を抑えられることや、日本との時差が小さいことも魅力です。
■ メリット

てみましょう。また、同じ国に留学する場合でも、都市部と地方とではかかる費

目的から選ぶ
「留学先で何がしたいか」をとことん突き詰めて考えてみるのも大切です。
その目的を実現できる留学先を見つけましょう。

アカデミック重視型（DD・EX-R・CS-R）

語学スキルアップ型（EX-L・CS-L）

海外体験型（短期）

単位取得、ダブルディグリーなど、専門科目に重

海外の大学ではプレゼンテーションやパブリック

「憧れの国で生活体験してみたい」「旅行でもなか

きを置いた留学です。早稲田大学での専攻の学び

スピーキングなど、自分の意見を相手により分か

なか行く機会がない地域ヘ、大学のプログラムで

を留学で補強することも可能で、その分野を専門

りやすく伝えることが重要視されます。留学を通

行ってみたい」という人には短期プログラムがお

とする海外の教授や世界各国からの留学生とのつ

じ、語学力のみならず社会に出てからも役立つコ

すすめです。現地では語学力を身につけるととも

ながりも築けます。

ミュニケーション力を磨きましょう。

に、生活を通じたさまざまな体験も、人生観を養
うために役立つはずです。

Center for International Education | Waseda University
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プログラム紹介
Program

01

EX-R プログラム

Program

02

(Exchange Regular Academic Programs)

EX-Lプログラム
(Exchange Language Focused Programs)

大学間あるいは箇所間の交換協定に基づき留学する制度です。留学期間は１学年相当期間と、
１
学期間のものがあります。最初から比較的高い語学力が要求され、現地の学生と共に通常科目
を履修するプログラムが一般的です。ただし、
一部外国語学習を中心としたプログラムもあります。

対象学生
留学期間

人数枠は通常各校１〜３名です。留学中の科目履修、住居手配等においては、他の留学生よりも
優先されるなどの利点があります。学費は原則として早稲田大学に支払い、留学先大学の学費は
免除されます。

留学先
募集時期
留学中の学費

学部生・大学院生

（プログラムにより学年の制限あり）

原則 1 年（プログラムにより 1 セメスター）
交換留学協定大学
4 月（春募集）、10 月（秋募集）
早稲田大学の学費等のみ支払い

（一部、留学先の学費を支払うプログラムもあり）

亀岡 澪

さん

Kameoka Rei
政治経済学部 4 年
EX-R プログラム
シンガポール／
シンガポール国立大学

グランゼコールのうちの 1 つであり、政財界で活躍する多く
の著名人を輩出しているフランス屈指のエリート養成機関で
す。政治経済学はもちろんのこと、社会学や歴史学を学ぶこ
とも可能です。早稲田大学との交流の歴史も長く、交換留
学プログラムでは毎年多数の学生を派遣・受入しています。

ベルリンは、ヨーロッパ各地の様々な国から人々が集まる多
様性豊かなドイツの首都です。また、市内にはたくさんの美
術館や博物館があり、歴史や芸術にあふれた街でもあります。
その中心にあるベルリン・フンボルト大学は、世界大学ラン
キングでも毎年上位に挙がる大学です。ドイツ語だけでなく、
英語で行われる科目も充実しています。

香港中文大学［香港］
Chinese University of Hong Kong

香港は「百万ドルの夜景」の異名を持つ、世界有数の観光
地です。香港中文大学は、ビルの立ち並ぶ都心から少し離
れた緑豊かなキャンパスで、落ち着いた雰囲気で学業に取り
組めます。大学内の施設や留学生に対するケアも充実してお
り、便利な環境です。中国語はもちろん、英語で行われる
授業も充実しています。
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中で、
「 世界の優秀な同年代と勉強して自分の立ち位置を知りた

要なのは、
「意志」
と
「語学力」
と

い」
、
「 彼らと生活を共にしてグローバルな視点を身に付けたい 」

「 成績 」の 3 つです。留学準備

という気持ちが強くなりました。その後、留学センターや学生留

中は、なかなか 3 つすべてがそろわないと思います。途中で「 留

学アドバイザーの方と相談し、EX-R プログラムであれば現地の

学しなくてもいいかな」という気持ちがよぎったり、
「語学力や成

学生と一緒に経済学を学習し、長期で学生寮に滞在することが

績が全然足りない 」と焦ったりすることもあると思います。私が

できると知りました。そして、アジアトップレベルの大学である

そうでした。一番重要なのは、
「意志」です。この「意志」
は、留学

シンガポール国立大学への交換留学を決意しました。

準備中だけでなく、留学中にも自分の原動力になっていました。
もしそれがあるのであれば、留学はきっと叶うと思いますし、実

・印象に残ったエピソード

り豊かなものになると思います。応援しています。

シングリッシュ（シンガポール英語 ）の難しさと現地生のバイタ
リティの高さは印象的でした。まず、シングリッシュは、英語と

緒にスポーツや旅行をしたからこそ実感できました。A プラスの
獲得に向けて予習や課題に熱心に取り組む一方で、寮のクラブ

ケベック州、モントリオールにある公立大学で 1821 年に創
立されたカナダ最古の大学で、国内で最も権威ある大学の
1 つです。フランス語圏のモントリオール市内にキャンパス
がありますが、基本的に授業は英語で行われます。共に古
い歴史を持つクイーンズ大学とはライバル関係にあり、早慶
戦を彷彿とさせる「クイーンズ・マギル対抗戦」は必見です！

イギリスにおいて、初めて人種・階級・宗教等の区別なく、
全ての学生に広く門戸を開いた総合大学です。教育・研究
両部門において世界ランクでもトップレベル。ロンドンの地
の利を活かし、世界中から学生が集まっています。

Humboldt University of Berlin

ちだと思います。交換留学に必

現地生のバイタリティの高さは、同じ教室や学生寮で過ごし、一

McGill University

パリ政治学院［フランス］

ベルリン・フンボルト大学［ドイツ］

少なからず留学に興味をお持

学生や日本人留学経験者と交流する機会に恵まれました。その

象だと強調する教授に出会い、徐々に慣れていきました。次に、

マギル大学［カナダ］

ロンドン大学ユニバーシティー・カレッジ［イギリス］
University College London

今読んでくださっている方は、

に関心を持ちました。また、大学入学後に、アジア各国からの留

かし、分かりやすく話してくれる友達や、量ではなく質が評価対

University of California (UC), California State University (CSU)

カリフォルニア州は開放的な雰囲気と温暖な気候が特徴
で、留学生にとってもなじみやすい地域です。UC, CSU は
それぞれ州内に約 10 ～ 20 のキャンパスを持つ大学連盟
です。 世 界 的に有 名な UCLA (University of California,
Los Angeles) や UC Berkeley (University of California,
Berkeley) などがあります。

・後輩へのメッセージ

高校生の時に、ベトナムでの海外研修に参加し、アジアへの留学

は違う言語を聞いている感覚で、当初はかなり苦しみました。し

留学先大学 （例）

カリフォルニア大学群、
カリフォルニア州立大学連盟［アメリカ］

・留学しようと思ったきっかけは？

活動やアジア各国への旅行、インターンシップにも力を入れる、
そんな彼らと友情を深められたのは何よりもの財産です。

Study Abroad Stories

EX-R

EX-L

Sciences Po (Paris Institute of Political Studies)

メルボルン大学［オーストラリア］
The University of Melbourne

ガーデンステートと言われるほど緑が多いビクトリア州の州
都メルボルンは、ヨーロッパ風の建物が随所に残りゆったり
とした趣のある街で、温暖な気候も魅力の一つです。メルボ
ルン大学は世界中から留学生が集まり活気あふれる大学で、
2018 年世界の大学ランキングでは世界 41 位、国内 2 位
の名門大学です。

Global Leadership Fellows Program (GLFP)
GLFP ( グローバル・リーダーシップ・フェローズ・プログラム ) は、今後の国際
社会をけん引するリーダー育成を目的としたプログラムです。米国の名門大学への
1 年間留学や、帰国後の日米共同ゼミなどを通してリーダーシップを学びます。
米国パートナー大学：ダートマス大学、ジョンズ・ホプキンス大学、コロンビア大学、
ジョージタウン大学、カリフォルニア大学バークレー校、ワシントン大学、シカゴ
大学、カリフォルニア大学ロサンゼルス校

・留学しようと思ったきっかけは？

た。自分とは違う国の人とグルー

大学 2 年生の 8 月から3 年生の 5 月まで、アメリカのジョージワ

プワークをしたことで、思いもよ

シントン大学に留学しました。幼少期から両親が海外旅行に連

らないアイデアが出てきたり、よ

れて行ってくれたり、周囲に帰国生が多い環境だったりとしたこ

り効率の良い作業の進め方を知っ

とがきっかけで、自然と海外に興味を持ちました。大学に入学後

たりと新たな発見がありました。

は EDESSA
（ 政治経済学部の英語学位プログラム）の授業をいく

また日本に関心を持っているメン

つか受ける中で、他国の学生が日頃から何を考えているのか、日

バーがいて、毎回の集まりの後に

本にどのような印象を持っているかをもっと知りたいと思うよう

日本食を一緒に食べながらお互

になり、留学を決意しました。

いの文化について教えあったこ

葉山 帆月

とも良い思い出です。

Hayama Hotsuki

・授業について
留学中は、政治学、経済学、ビジネス学の授業を中心に受けてい

・後輩へのメッセージ

ました。日本と比べて期末考査よりもディスカッションや小テス

留学の一番の良いところは、自分の殻を破る機会が沢山あること

トが重要視されるため、日々こつこつと予習・復習に力を入れて

です。私が今回の留学を通して成長したと思う点は、自分から

いました。10 科目以上の授業を受けた中で一番印象に残ってい

積極的にコミュニケーションを取りに行けるようになったことで

るのはマーケティ

す。以前から人と話すのは好きだったのですが、初対面の人には

ングの授業です。

話しかけて良いのかな、迷惑かな、と遠慮してしまうところがあ

現地の学生 3 人と

りました。ですが、留学中は日本人がほとんど周りに居なかった

中国人の留学生 1

こともあり、自分から友達の輪に入ろうと努力しました。また、

人と一緒にチーム

DC 稲門会で社会人の方と接する機会もあり、目上の方との話し

を組み、アサイー

方も学びました。そのような経験から、初対面の人との距離の縮

ボウルを男性にも

め方や、知らない人に話しかける度胸といったものを得ることが

購入してもらうた

できたと感じています。皆さんも留学を通して、このような自分

めの策を考えまし

自身が変わっていく体験をしてみませんか？

さん

政治経済学部 4 年
EX-R プログラム
アメリカ／
ジョージワシントン大学
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03

CS-R プログラム

（Customized Study Programs-Regular Academic Programs）

最初から留学先大学の通常カリキュラムの中で、現地の学生とともに通常科目を
履修するプログラムです。留学期間は原則として１学年相当期間ですが、１学期間

GLCA / ACM［アメリカ］
Great Lakes Colleges Association / Associated Colleges of the Midwest (GLCA/ACM)
アメリカ中西部にある 27 のリベラルアーツ大学からなるコ
ンソーシアム。各大学に特徴がありますが、いずれもリベラ
ルアーツの特徴である少人数全寮制の大学です。大学の規
模が小さいため、教授との距離が近く、アットホームな雰囲
気の中、親身で丁寧な授業を受けられることもおすすめポイ
ントのひとつです。

のものもあります（CS-R（1semester）プログラム参照）。原則として早稲田大学
の学費は免除になり、
留学先大学に所定のプログラムフィー
（学費等）
を支払います。
対象学生
留学先
留学中の学費

学部生
北 米、英 国、アイルランド、
オセアニアなど

留学期間

原則 1 年

募集時期

4 月（春募集）、
10 月（秋募集）

留学先大学のプログラムフィーを支払う
早稲田大学学費等は 1 年間免除

留学先大学 （例）

イェール大学 ［アメリカ］

オックスフォード大学ハートフォード・カレッジ［イギリス］
University of Oxford, Hertford College

オックスフォード大学を構成するカレッジのひとつで、その歴
史は実に 13 世紀まで遡ります。通常の講義スタイルではなく、
チュートリアルと呼ばれるシステムで、1 対 1 の指導を繰り返
しながら参考文献を読み、個別に与えられた課題についての
レポート提出をします。学力、語学力共に非常に高いレベル
が求められるプログラムです。

渡邊 智美

Program

04

スウェーデン南部にある町ルンドは、人口 9 万人ほどの北
欧最古の町のひとつです。町自体が大学と融合しており、人
口の 4 割が学生や大学関係者であると言われています。本
プログラムの授業はすべて英語で行われます。ヨーロッパ地
域からはもちろんのこと、世界各国から留学生が集まるプロ
グラムであるため、国際的な感覚を身に着けられる環境とい
えるでしょう。

CS-Lプログラム

（Customized Study Programs-Language Focused Programs）

留学先大学が早大生のために定めるカリキュラムに参加するプログラムです。CS-L プ
ログラムの特徴は、外国語学習を中心としながら、語学レベルに応じてテーマに基づい
たカリキュラムを履修できる点です。留学期間は原則として１学年相当期間ですが、１学
期間のものもあり（CS-L（1semester）プログラム参照）、原則として早稲田大学の学

リヨン第３大学［フランス］
Jean Moulin University Lyon 3

フランス語を磨きたいのなら、ぜひこのプログラムに参加し
てみましょう。フランス語のスピーキング・リスニング・ラ
イティング・リーディングを磨きながら、選択授業では自身
の興味のある分野について学習することができます。また、
リヨンはフランス第 2 の都市であり、美食の街としても知ら
れています。

費は免除になり、留学先大学に所定のプログラムフィー（学費等）を支払います。プログ
ラムによっては出願時に語学スコアの提出が不要でチャレンジしやすいものもあります。
対象学生
留学先
留学中の学費

学部生
北米、
ヨーロッパ、
オセアニア、
中国など

留学期間

原則 1 年

募集時期

5 月（春募集）、
10 月（秋募集）

留学先大学のプログラムフィーを支払う
早稲田大学学費等は 1 年間免除

留学先大学 （例）

ルイス＆クラーク・カレッジ［アメリカ］
Lewis & Clark College

オレゴン州ポートランドにあるリベラルアーツ・カレッジで
す。オレゴン州は消費税がないことでも有名で、更に大学の
あるポートランドは「全米で最も住んでみたい都市」として
高い評価を受け、近年日本のメディアでも多く取り上げられ
ています。緑の多い美しいキャンパスをもち、留学経験者の
満足度が非常に高く、毎年人気の留学先のひとつです。
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サラマンカ大学［スペイン］
University of Salamanca

マドリードから電車で 2 時間半ほどのスペイン中部サラマン
カ。「スペインで一番美しい」といわれるマヨール広場をは
じめ、中世の歴史を肌で感じられる街並みが広がっています。
サラマンカ大学付属の語学機関はスペイン語教育に定評が
あり、自身のレベルにあった語学の授業に参加することがで
きます。1 年間スペイン語漬けの日々を送ってみませんか。

クイーンズランド大学［オーストラリア］
The University of Queensland

ブリスベンは、オーストラリア・クイーンズランド州の州都
で、一年を通して温暖な気候が魅力です。バスや電車・フェ
リーで少し足を伸ばせば豊かな自然も楽しめます。クイーン
ズランド大学は緑あふれる美しい広大なキャンパスをもち、
留学生も多く、活気にあふれた大学です。2018 年世界の大
学ランキング 47 位と、世界的にも評価の高い大学です。

さん

Watanabe Tomomi
教育学部 5 年
CS-R プログラム
アメリカ／
フォート・ルイス・カレッジ

Lund University
コネチカット州にあるイェール大学は、アイビー・リーグに
所属する 8 大学の内の 1 校で、1701 年創設の名門私立大
学。日本では唯一早大生のみが留学できるプログラムです。
留学中は、ハイレベルな現地学生たちと共に学生寮に住み、
授業を履修することになります。ニューヨークやボストンへ
のアクセスも良いため、充実した生活を送ることができます。

く味わうことができない田舎の良さだと強

私が留学をしたいと思ったのは、高校一年生まで遡ります。高校

く思いました。環境のおかげで、多くの現

一年生のときに、学校のプログラムで、ニュージーランドへの 1ヶ

地の友達も増え、たくさんの優しさを感じ

月のホームステイができるプログラムがありました。このプログ

ることができました。

ラムは希望者のみのプログラムで、高校一年の私は世界がどうい

ルンド大学［スウェーデン］

Yale University

・留学しようと思ったきっかけは？

うものなのだろうか、いろんな人と出会ってみたいという気持ち

・印象に残ったエピソード

が強く、参加することにしました。実際、現地へ行ってみると言

印象に残ったのは、日本人留学生 9 人で

葉も通じない文化も違う人たちの中で、多くの優しさや変化を感

Japanese Festival を開いたことです。私

じました。一ヶ月という期間は短く、自分の言語能力もより一層

が行っていた大学では、ほとんどがアメ

レベルをあげたいと思い、大学生では一年間留学をしようと決意

リカ人というアメリカでは珍しい大学で

しました。個人的にアメリカ英語がとても好きだったので、行く

した。なので、なかなか留学生や他文化に触れ合う機会が少な

ならアメリカへ行こうということも決めていました。

かったと思います。そこで、日本人で話し合い、より一層日本に
ついて興味が湧いてもらえるようなイベントを開きたいとなりま

・滞在先について

した。内容としては、日本についてのプレゼンテーション、実際

滞在先は、コロラド州のデュランゴというところでした。私は実

の日本の文化体験（ 浴衣、書道、折り紙 ）
、日本食の提供です。授

際に大学の授業を受けたいという理由で学校を選んでいたため、

業で宣伝などもした成果があ

どういうところなのか全く調べていませんでした。実際に行って

り、当日は多くの人が来てく

みると、ダウンタウンに鹿がいる山に囲まれた想像以上の田舎で

れました。少しでも、日本に

した。大学も山の上にあり、バスもたくさん出ているわけではな

ついてのイメージを膨らませ

かったので、
東京とは真逆の生活だなと感じていました。しかし、

てもらうことができたらなと

その分どこかに行くにも、何をするにも現地の学生と友達にな

思い、計画したイベントが大

り、連れて行ってもらうなどしてもらわなければなりません。こ

成功したのは、留学していて

れは、とてもいい機会で、日頃なに不自由なく生活していたら全

一番の思い出です。

Study Abroad Stories
・留学先、プログラムを選んだ理由は

CS-R

CS-L

そういった留学生たちとも普

ヨーロッパに留学した先輩方は、勉強や学校生活はもちろん、そ

段から、英語ではなくドイツ語

の国での暮らしも楽しんでいる人が多いと感じ、ヨーロッパに留

を使ってコミュニケーションを

学してみたいと思っていました。また、学生時代に様々な場所を

とるのが新鮮でした。彼らと

旅行してみたいと思っていたので、週末などに気軽に他の国など

は今でも連絡を取ったり、会っ

に旅行できるところも魅力でした。

たりします。様々な背景を持

さらに、私は語学を勉強するのが好きだったので、新しく英語以

つ友達が授業を通してできたのは大きな財産です。

外の言語を学んでみたいと考え、CS－L プログラムを選択しま

ドイツ語がある程度上達した後期からは、早稲田での自身の専攻

した。

にかかわるような、経済やメディアの授業をとったり、大学の正

特にボン大学には、日本語学科もあり、日本語を学びたい現地の

規の授業を聴講してみたりもしました。また友人とズンバなど

大学生との交流も盛んで、ドイツ語を学ぶ環境が整っていると感

の体育の授業をとってリフレッシュしていました。

じました。実際に、留学中は 7 人の語学パートナーとほぼ毎日ラ
ンゲージエクスチェンジ
（タンデム）
をしていました。

・滞在先について

・授業について

ろです。ドイツ中から人が集まる桜祭り、夏のライン川沿いで

ドイツ語の授業が中心で、週 3 回、1 日 3 時間ドイツ語の授業を

の BBQ、そしてなんといってもクリスマスです！町全体がクリス

受けていました。ドイツ語のレベルで振り分けられた 15 人以下

マスの雰囲気に包まれ、クリスマスマーケットで友達と放課後に

の少人数クラ

ホットワインやホットチョコレートを飲むなどして楽しみました。

滞在先のボンの好きなところは、季節折々の楽しみがあるとこ

ス で、先 生 が

旅行がしやすいのもボンのいいところです。学生証があれば、州

丁寧に指導や

内の交通機関は無料なので、週末には近郊を観光しました。また

添削をしてく

ボンには空港もあり、長期休みには他の国にも旅行しました。

れます。クラ

学習面では、図書館が朝早くから深夜まで開いており、放課後に

スには、各 国

友達とランゲージエクスチェンジやいっしょに料理をしたり、合

の留学生がい

唱クラブの活動をしたりした後でも、図書館で集中して勉強でき

る の で す が、

たのがよかったです。

増田 葉月

さん

Masuda Hazuki
政治経済学部 4 年
CS-L プログラム
ドイツ／ボン大学
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CS-R（1S ）プログラム

Program

06

(Customized Study Programs-Regular
Academic Programs・1Semester)

留学期間が 1 セメスター（約半年）のプログラムです。中には学内選考の出願か
ら半年後に出発できるプログラムもあります。CS-R（1S）は専門科目を短期間
で学ぶことができ、また CS-L（1S）は、短期留学よりもじっくりと語学力アップ
や異文化理解を図ることができます。一部の CS-L（1S）プログラムは、出発前
のオンライン・テストまたは到着後のクラス分けテストを受けることで、語学スコ
アがなくても応募できます。

CS-L（1S ）プログラム
(Customized Study Programs-Language
Focused Programs・1Semester)

対象学生

学部生

留学期間

約３ヵ月〜６ヵ月間（1 学期間）

留学先
募集時期
留学中の学費

オークランド大学［ニュージーランド］

北京大学［中国］

オークランド大学 CS-L(1S) は、オセアニ
ア地域では数少ない 1 セメスター CS プロ
グラムのひとつで、4 月から約半年間、語
学を集中的に学びます。同大学は国内トッ
プの大学で、市内中心部にキャンパスがあ
ります。オークランドはニュージーランド
最大の都市ですが、美しい港と緑に囲まれ
ていて、年間を通して温暖な気候も魅力的
です。

1898 年に設立された中国で初めての国立
大学で、中国教育部の定める最重点大学で
す。本プログラムでは、北京大学対外漢語
教育学院で中国語を集中的に約半年間学び
ます。このプログラムでは、使える中国語
の習得、中国の歴史・社会・文化への理解
を深めることを目的としています。ここで
伸ばした語学力を、1 年間の交換留学やダ
ブルディグリー・プログラムに繋げていく
ことも可能です。

The University of Auckland

Peking University

アメリカ、カナダ、中国、アイルランドなど
4 月（春募集）、10 月（秋募集）
留学先大学のプログラムフィーを支払い、
早稲田大学学費等は免除

留学先大学 （例）

カリフォルニア大学デービス校［アメリカ］

ボストン大学［アメリカ］

サンフランシスコから車で 1 時間ほどの距
離にあるデービス市は、住民の大半が大学
の学位を持っていることから、『全米で最
も教育を受けている街』のひとつに数えら
れ、治安の良い住みやすい大学都市です。
1909 年の創立当初は、農業専門学校とし
て開校し、10 校ある UC システムの中で
3 番目に古い歴史ある大学です。

1839 年に設立されたマサチューセッツ州
北東部にある大学。近年の世界大学ランキ
ングでも常に 100 位以内にランクインさ
れる名門校で、大学都市として有名なボス
トンでも最大規模の大学です。ボストンは
芸術、文化、音楽、自然またスポーツなど
が楽しめる都市であることから、留学先と
しても人気のある街です。

University of California, Davis

Boston University

Study Abroad Stories
・留学しようと思ったきっかけは？

CS-L (1S）

CS-R

街にはアイリッシュパブがたくさんあり、そこではアイルランド

小学生の頃に初めて海外旅行に行ってから、漠然と海外への憧

音楽に合わせてみんなで踊ったり、スポーツ観戦で盛り上がった

れを持っていました。そして高校生の時に、知り合いのインド人

りしていました。個人的には、治安も良い方だと思います。基本

の子供たちと遊ぶ機会がありました。子供達は日本語が分から

的にバスや電車で移動する際に犯罪に遭うという心配はないで

なかったので、コミュニケーションは全て英語で行いました。5

す。大きな環境の変化がないため、日本人にはとても住みやすい

歳と2 歳の子が話す英語は難しくはありませんでしたが、会話中

街だと感じました。

の助動詞の使い方や言い回しが私とは違いとても印象的でした。
また、日本の遊びを教える際に、語学力が足りないことで自分が

ハワイ大学マノア校［アメリカ］
University of Hawaii at Manoa

1971 年 創 立。Academic English を 集
中的に学ぶプログラム。コーディネーター
のアドバイスを受けながら自分にあった
コミュニティを選び、現地の方と一緒に
様々なボランティア活動を行う“Service
Learning”への参加を推奨しています。語
学力向上はもちろん、それ以上に多くのこ
とを学ぶことができるでしょう。また大学
内でのスポーツや文化活動も盛んに行われ
ており、それらに参加することも可能です。

ブリティッシュコロンビア大学［カナダ］
The University of British Columbia

ブリティッシュコロンビア州のバンクー
バー市西端とオカナガン地方のケロウナに
ある州立大学です。1908 年にマギル大学
の分校として設立され 5 万人が学ぶ西部カ
ナダ最大の研究総合大学として有名です。
これまで 4 人のカナダ首相経験者が在校、
さらに 7 人のノーベル賞受賞者を輩出して
います。カナダの大学ランキングのトップ
3 に常に入っており、国際的な知名度がと
ても高く、マギル大学やトロント大学に並
ぶカナダを代表する総合大学です。

・印象に残ったエピソード

考えているように説明できないこともありました。その子達との

留学先の友人達から、
「 あなたは日本人じゃないみたいだ。
」と言

吉田 雛子

交流をきっかけに英語を話せるようになりたいと強く思うように

われたことが私にとって印象的でした。私は、留学中は自ら積極

Yoshida Hinako

なり、留学に挑戦したいと思い始めました。

的に様々なコミュニティに加わっていくことを目標に掲げていま
した。留学中は常に新しい世界へ飛び込むチャンスや、友人を

・滞在先について

増やすチャンスを逃すことのないよう心がけていました。サーク

ダブリンは小さな街で、人も多くないのでゆったりと過ごすこと

ルの活動に積極的に参加し、友人との会話の中では意識的に自

ができます。また、ダブリンから車で数時間地方へ移動すると大

分から話すことで、現地の友人たちが持つ「 日本人はシャイな人

自然が広がっています。海沿いには高い崖が多く、海を横にみ

が多い 」というイメージを覆すことができました。その時にとて

ながら崖沿いの散歩を楽しむことができます。また、アイルラン

も嬉しかったので、はっきりと記憶に残っています。さらに、現

ドの人々はとても穏やかで親しみやすい人が多いです。アイル

地に溶け込めるようになりたいという新たな目標に向け、スター

ランド人と日本人は似ている点が多いという印象を受けました。

トすることにつながりました。

さん

法学部 4 年
CS-L（1S）プログラム
アイルランド／
ユニバーシティー・カレッジ・
ダブリン

Nº 150
990

ボン大学［ドイツ］

ユニバーシティ・カレッジ・ダブリン［アイルランド］

ボンは旧西ドイツの首都であり、歴史ある
街並みがひろがっています。早稲田大学と
の交流の歴史も古く、毎年多くの学生が留
学しています。ドイツ語のクラスはレベル
別に分かれており、集中して語学を学ぶ環
境が整っています。また、ケルンやデュッ
セルドルフにも日帰りで旅行をすることが
でき、ドイツ語を学ぶだけでなく、ドイツ
の文化を肌で感じることができるでしょう。

アイルランドで最大規模の大学・UCD の
付属語学学校で学ぶプログラムです。本プ
ログラムには英語力初級者から留学が可能
で、自然豊かな広大なキャンパスで、集中
的に語学力を伸ばすことができます。プロ
グラム開始初日に英語力測定テストを行う
ため、自身のレベルにあった授業の受講が
可能です。

University of Bonn
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DDプログラム

Study Abroad Stories

(Double Degree Programs)

DD

・留学先、プログラムを選んだ理由は？

一度仲良くなると、家族のように大切にしてくれる、私の中国人

中国・北京を選んだのは、日中関係の謎に対する答えを見つける

の友人たち、そして彼らと過ごした時間は一生の宝物です。

留学がしたいと思ったからです。私は、小学生、中学生の期間を

在学中にダブルディグリーのカリキュラムを提供する大学に留学し、所定の要件を満たせば、早稲
田大学を卒業する際に本学の学位と留学先大学所定の学位の両方を取得できるプログラムです。
留学先大学におけるダブルディグリー課程修了のためには、外国語に関する高度な読解力、聴解
力、会話力が求められるため、参加希望者の語学力については特に厳格な審査を行います。なお、
プログラムによって、対象学部・研究科や期間が異なります。

対象学生

北京で過ごしました。ちょうどその頃、尖閣諸島の問題で日中関
学部生・大学院生（プログラムにより異なる）

留学期間

1 年、1.5 年、2 年（プログラムにより異なる）

留学先

北京大学、復旦大学、国立台湾大学、
シンガポール国立大学、アーラム・カレッジなど

募集時期
留学中の学費

10 月（秋募集）
ダブルディグリー登録料 15 万円および早稲田大学の学費等
（アーラム・カレッジのみ、留学先大学学費等）

係が悪くなっていて、私達の生活にも影響が出ていました。けれ
ど、周りの中国人の友達とは仲良くできている、このギャップを不
思議に思っていました。そのため、もう一度今度は自分の力で中
国へ行き、感じていた疑問を解決するために留学を決めました。

加川 美由紀

ダブルディグリープログラムを選んだ理由は、
中国のエリート層で
さん

Kagawa Miyuki

北京大学［中国］
Peking University

1898 年に設立された中国で初めての国立大学で、中国の
近代化に大きな影響を与えた中国教育部の定める最重点大
学です。キャンパスは北京郊外の海淀区にあり、円明園やユ
ネスコ文化遺産の頤和園（いわえん）、中国のシリコンバレー
と呼ばれる中関村に隣接しています。本プログラムは国際関
係学院の課程を 1 年間履修します。授業は中国語で行われ、
所定の要件を満たせば北京大学より法学学士（国際関係学
院双学士専攻）の学位証書が授与されます。

生の価値観や歴史感がどのようにつくられていくのか知りたいと

政治経済学部 4 年

に関わりたい、
と思っている私にとって、中国で教育を受けたとい

Shanghai Jiao Tong University

1896 年に創立された、中国教育部直属の国立総合大学で
す。上海市に所在し、約 1,700 人の留学生を含む 37,000
人を超える学生から構成されています。また学内は古い建
築物と新しい建築物との調和がとても美しい風景を創り出
しています。 本プログラムは、School of International
and Public Affairs に て、 中 国 の 視 点 か ら 国 際 関 係 を
勉強します。所定の要件を満たし、卒業論文を提出する
と、「Second Bachelor Certificate (in Administrative
Management)」が授与されます。

1905 年に創立された、上海市楊浦区に所在する中国の国
立重点大学です。中国を代表する総合大学です。在校生は
45,000 人を超え、著名な政治家や学者も多く輩出していま
す。毎年 700 人以上の長期留学生と 600 人以上の短期留
学生を受け入れています。本プログラムは、新聞学院でジャー
ナリズムの課程を 1 年間履修します。所定の要件を満たし、
卒業論文（中国語）を提出すると「（復旦大学に正規入学す
る外国籍学生が学部 4 年生かけて取得する）学士号」が授
与されます。

1928 年に設立された台北市に本部を置く総合大学です。
11 学部・大学院、54 学科があり、3 万人を超える学生が
学んでいます。外国人留学生も多く、毎年世界各国から約
1,000 人の学生が集まります。本プログラムは 2 種類あり、
商学部と国際教養学部が対象の管理学院（会計学・交渉管
理学・財務金融学・国際企業学系）で学ぶものと、全学部
が対象の社会学院政治学系のものがあります。本プログラム
の履修は 1 年半で、授業は中国語で行われます。

高麗大学校［韓国］

シンガポール国立大学［シンガポール］

1905 年に設立された韓国の名門私立大学です。在校生は
37,000 人を超え、財界に多くの人材を輩出する一方、ス
ポーツの名門としても知られています。本プログラムは、政
経大学（学部）のうち、政治外交学科、経済学科、統計学科、
行政学科の中から 1 つを選択し所属します。授業は主に英
語で行われます。履修は 1 年半で、所定の要件を満たすこ
とで所属した学科の学位を取得することができます。

シンガポールを代表する総合国立大学であり、アジア 1 ～ 2
位を争うトップレベルの大学です。特に優秀な学生のみが受
けられる University Scholars Programme (USP) のカリ
キュラムに則り、2 年間の留学生活を送ります。教員も共に
暮らす広大なキャンパス内に設けられた University Town
に居住しながら学びの環境を身近に感じ、世界各国から集う
トップレベルの学生たちと切磋琢磨するチャレンジングなプ
ログラムです。

Korea University

1 つ目は、留学は「 自分の当たり前をもう一つ増やす期間 」だ、と
いうことです。短期でも、長期でも、海外で生活することで、そ
の期間留学先で当たり前だった、現地の文化や会話が自分の新
たな価値観につながると私は思います。よく、多面的に物事を考
えることが大切だ、と言われますが、留学をすることは日本以外
の当たり前を知り、新しい価値観で物事を見ることができる、と
ても良い手段の 1 つだと考えています。
2 つ目は、自分にとっての「 良い 」と他人にとっての「 良い 」は違
うということです。留学先も、プログラムも、有名大学だから良
に行きたいのはなぜか、を探ってから留学をしてほしいと思いま
す。語学を伸ばすための留学、現地でインターンシップをしてビ

それでいい）」
という言葉をたくさん言ってもらったことです。

ジネスを学ぶ留学など、いろいろな留学の形があって良いと思い

留学中に友達と雲南省に旅行をしたとき、旅行をずっとサポート

ます。そのときに、自分の考える
「良い」
と周りが考える
「良い」
は

してくれたのが、現地の少数民族の友達とその家族だったので

違って、自分と人を分けて考えること、これが目的をもって留学

すが、なにかあるたび私たちは「 谢谢（ ありがとう）」と伝えてい

ができる第一歩になると思います。

ました。その度に返してくれる言葉が、
「 你开心就好（ あなたが
楽しければそれでいい ）」という言葉です。こんなに良くしてく
れるのは、彼らが少数民族で、日本人の私達が珍しいのかな？と
考えていましたが、よく考えてみると、私の北京大学の友達もみ
んな、こんなことまで！と思うほどいろいろなことをしてくれまし
た。レポートの期限前日に、
中国語の添削を丁寧にしてくれたり、
中国の家庭の文化を体験したい、と言ったら実家だけではなくお
ばあちゃんの家まで案内してくれたり。

National Taiwan University

National University of Singapore

CAMPUS Asia (Collective Action For Mobility Program of University Students in Asia）
多層的紛争解決・社会変革のための
グローバルリーダー共同育成プログラム
多層的な紛争に対し革新的な提案を行いそれを実践しうる

「次世代リーダー」の育成

❶ 多様な留学・交流プログラム
長期留学として、ダブルディグリー、副専攻（二か国留学）、イン
テンシブ（一か国留学）の 3 つがあります。短期交流も、休業期
間中の夏と冬に 3 か国で行います。

「紛争解決」と「社会変革」をテーマとしたカリキュラムを構築し、
関連科目を日中韓で多数設置しています。
早稲田大学

❸ 日中韓コミュニティ形成
3 か国で密接な学生交流が図られます。在学中はもちろんですが、
卒業生の組織も形成されます。
北京大学（中国）

アメリカのインディアナ州リッチモンドにあるリベラルアーツ・カレッジです。徹底した少人数教育（教員：学生比率は 1：10）のもと、「自らで考
え抜く力」を身に付けた学生の多くは卒業後に世界有数の医学・法科等の大学院に進学します。2015 年から開始したダブルディグリー・プログラ
ムでは 2 年間の留学を通して、アーラム・カレッジならではのユニークな教養科目と、専門分野（国際関係学、英文学、平和構築学または物理学か
ら選択）を勉強し、学位を取得することができます。

■ 主な取組

❷ 紛争解決・社会変革 関連科目群

Earlham College

Center for International Education | Waseda University

いる方に伝えたいことが 2 つあります。

雲南省に旅行しているときに「 你开心就好（ あなたが楽しければ

アーラム・カレッジ［アメリカ］
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これから留学に行こうか迷っている方、留学に行こうと準備して

い、優秀なプログラムだから良いとは限りません。本当に留学
・印象に残ったエピソード

上海交通大学［中国］

国立台湾大学［台湾］

Fudan University

う証明はとても大きな財産になるのではないか、
と思っています。

中国／北京大学

復旦大学［中国］

験してみたかったからです。同じ教育を受けることで、中国の学
思っていました。また、将来、日中だけでなく東アジアのビジネス

DD プログラム

留学先大学 （例）

ある北京大学の学生と同じ授業を受けることで、中国の教育を体

・後輩へのメッセージ

高麗大学校（韓国）

CAMPUS Asia とは、文部科学省補助金事業の「大学の世界展開力強化事業」の一つの形態です。早稲田大学は、高麗大学校、北京大学とチームを組んで、
「多層的紛争解決・社会変革のためのグローバルリーダー共同育成プログラム」を立案し、2016 年に CAMPUS Asia プログラムに採択され始動しました。

Center for International Education | Waseda University
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短期留学プログラム

留学センターが手続き窓口となり、夏・春休み期間に開催しているプログラムです。内容はプログ
ラムごとに異なりますが、語学やその国の文化等を短期間に勉強するカリキュラムになっていま
す。長期留学を希望する学生には、自分の異文化適応能力や外国語能力を試す意味でも、これ
らの短期プログラムに参加してみることをお勧めします。短期プログラムはほとんどが「海外研

対象学生

学部生・院生

留学期間

1 ～ 7 週間

留学先

修科目」として登録でき、奨学金もあります。

募集時期
留学中の学費

北米、ヨーロッパ、オセアニア、中国、韓国など
夏季：5 月、春季：11 月
研修旅行代金をプログラムごとに支払う

留学先大学 （例）

カリフォルニア大学ロサンゼルス校［アメリカ］

トロント大学［カナダ］

UCLA はハリウッドをはじめ多くの観光名所がひしめくア
メリカ西海岸の都市、ロサンゼルスにある全米屈指の名門
大学です。その付属機関で実施される Intensive English
Communication Program (IECP) は、スピーキングやリ
スニング中心の英語のコミュニケーション力アップを目標と
するプログラムです。

トロントはカナダ最大の都市で、国際的な活気にあふれた
多文化都市です。トロント大学は国内屈指の名門校です。
本プログラムでは、さまざまなメディアを使用するだけでは
なく、ロールプレイやディスカッションなどを通して４つの
スキル（スピーキング、リスニング、リーディング、ライティング）
を学びます。

University of California, Los Angeles

Study Abroad Stories

短期

・滞在先について

生たちも、私の拙い英語をどうにか聞き取ろうと耳を傾けてくれ

カナダでは、その広大な自然に驚かされました。ビル群が立ち並

ました。先生からの質問には積極的に発言することを意識し、ペ

ぶ中に大きな芝生があったり、大学内の庭にリスが居たり、日本

アワークやディベート、プレゼンテーションなどクラスでのアク

では味わえない景色をたくさん見ることが出来ました。私たち

ティビティを重ねていくことで、最終週には現地のカフェの店員

は動物たちを見てはしゃいだり写真を撮ったりしていましたが、

と短い会話を交わせるほどには英語力をレベルアップさせるこ

現地の人たちはリスが周囲をうろついていても全く気にすること

とができました。

なく休息を楽しんでいたのが印象に残っています。まるで、人々
が自然と隣合わせに生きているような雰囲気がありました。

・後輩へのメッセージ

休日にはダウンタウンへ買い物に出かけました。店に入れば自

もうひとつ、カナダへの短期留学で得たものがあります。留学に

然と英語で店の人と対話することになります。化粧品売り場で

行くまでの私は、他人と関わることが非常に苦手で、大学内でも

梶原 夕希

は日本と同じように店の人と相談しながら買う商品を選んだり、

一人で過ごすことがほとんどでした。しかし、トロント大学での

Kajihara, Yuki

レストランでは自分の苦手な食材がメニューにないか確認した

寮生活を通じて、それは私自身が周りと壁を作っていたからだと

り、それらを全て英語でこなすのは大変でしたが、とても身にな

いうことに気づくことが出来ました。早稲田大学からトロント大

る体験でした。

学へ一緒に行った 20 人とは留学が終わった今でも連絡を取り合

また、ナイアガラの滝や CN タワーなど、
「 カナダといえばここ！」

い、全員で集まることもあります。海外で共に過ごした友人は一

という観光地にも足を運び、その偉大さを肌で感じることが出来

生ものです。もちろん、
一緒に日本から留学した友人だけでなく、

さん

文学部 3 年
短期留学プログラム
カナダ／トロント大学
（New College）

留学先でできた友人とも交流は続いています。後輩の皆さんに

ました。

University of Toronto

はぜひ、早稲田大学の短期留学プログラムに参加し、日本ではで
・授業について

きない体験をたくさんしてきてほしいと思います。

トロント大学の授業では、
様 々な国から来た留 学 生
と同じクラスで 勉 強しま
す。 最 初は英 語での説 明
を聞き取ることも自分の意
見を英語で喋ることも困難で、クラスの後には自分の英語力の低
さに落ち込むことが多々ありました。しかし、先生も周りの留学

オックスフォード大学モードレン・カレッジ［イギリス］
Magdalen College Oxford

映画ハリーポッターの舞台としても知られるイギリス随一の
学術都市オックスフォード。本プログラムはオックスフォード
大学傘下のモードレン・カレッジで実施され、同大学伝統の
「少人数教育」でイギリスのメディア・文化・政治を学びな
がら、英語の総合力・自己表現力を養います。寮生活や現
地学生との交流を通じて、現地の大学生活を肌で体感でき
るのも魅力です。

ミュンヘン大学［ドイツ］

Ludwig Maximilian University of Munich

ドイツ南東部にあるミュンヘンは、バイエルンアルプスの
山々や湖、古城にもアクセスがよく、サッカーの強豪チーム
FC バイエルン・ミュンヘンの本拠地としても世界的に知ら
れています。このプログラムでは、学問、文化、社会的観
点からドイツ語を学びます。課外活動にザルツブルグ訪問や
ノイシュバンシュタイン城見学などが予定され、現地の文化
と歴史に触れることができます。

マルタ大学［マルタ共和国］

モナシュ・カレッジ［オーストラリア］

イタリアの南・地中海に浮かぶ小さな島国マルタ共和国は、
その美しい海と絶景、温暖な気候、治安の良さからヨーロッ
パ中の人々を魅了する観光地です。プログラムは、基本的
な授業と合わせ、正確で流暢な英語力の上達を目指す会話
のクラスも充実しており、経験豊富な講師陣と多国籍の学生
の中で生きた英語を学ぶ機会に恵まれています。

ガーデンステートといわれるほどに緑豊かなビクトリア州の
州都メルボルン。ヨーロッパの情緒を感じさせる街並みと治
安の良さで、留学先として常に人気の街です。名門モナシュ
大学の傘下にあるモナシュ・カレッジで実施される 5 週間の
実践的な語学研修です。またホームステイで現地の生活スタ
イルを体験しながら英語や異文化に触れることができます。

国立台湾大学［台湾］

聖トマス大学［フィリピン］

台湾北部に位置し、台湾の経済・政治・文化の中心地であ
る台北市は、日本統治時代の建物も多く残り、親日家も多
いことで知られています。アジアを代表する名門、国立台湾
大学の短期プログラムでは、3 週間にわたる中国語研修（繁
字体使用）と中華文化研修に加え、現地の学生がチューター
としてサポートしてくれるので、実践的な会話力も身に付き
ます。

聖トマス大学は、フィリピンの名門大学のひとつで、1611
年創立の国内最古の大学と言われています。キャンパス内に
は商店や銀行もあり、不自由なく生活ができます。本プログ
ラムはリスニング、スピーキング、リーディング、ライティ
ング、文法等をバランスよく学ぶほか、Buddy と呼ばれる
現地大学生との交流の機会があることも魅力です。

Malta University

National Taiwan University

Monash College

University of Santo Tomas

学外機関実施の短期プログラム
留学センターでは、学外機関実施の短期プログラムの募集・告知もしています。危機管理体制は留学センター短期プログラムと同様なので安心。
一定の条件を満たせば単位取得も可能です。

留学センター ×（株）
地球の歩き方T&E
海外フィールドワーク・プログラム

海外インターンシップ型プログラム

早稲田大学英語研修プログラム（夏季休業中）

海外渡航経験の少ない学生（主に 1、2 年生）を対象とした
プログラム。現地学生との交流やグループワーク、企業訪問
などを通して現地の歴史や文化、マーケットを学び、将来グロー
バル人材となるためのヒントをつかみます。
（約 9 〜 15 日間）

すでに海外渡航経験がある学生（主に 3 年生以上）を対象と
して、異文化の同世代との混成チームで企業の課題解決に取
り組み、仮説を立て調査を実施しつつ協働する姿勢を身に付
けることを目的としたプログラム。就職活動における視野や選
択肢を広げたい人におすすめです。（約 10 日間）

語学研修に特化したプログラム。自由度が高く、航空券は個
人で手配します。プログラムの前後に個人旅行をしたいとい
う人にもおすすめです。
ツアー形式ではないため、1 名から参加可能！

行き先：シンガポール、香港、シドニー（2018 年実績）

行き先：シンガポール、香港（2018 年実績）

詳しくはこちらから⇒

大学生になると、一度は留学に行くか行かないかって迷うときがあると思うんですけど、僕はチャンスがあるんだった
ら実際に現地に行ってほしいなと思います。なぜなら、実際に現地に行くことで、現地の風土とか空気感とか住んで
いる人たちの文化とか考え方っていうのを一気に感じることができるから。書籍だったら情報は一つずつですけど、
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留学センター × 大学生協

詳しくはこちらから⇒

海外フィールドワーク・プログラム
（香港）

それを一気に取り込めるのが留学かなって思っていて、そういうチャンスはなかなかないので。日本は安全で快適で、
海外に行くだけでも躊躇する人がいると思うんですけど、ちょっとでも勇気を出して一回行ってみたら、結構快適なん

2018 年夏参加

それから現地で僕たちをサポートして下さった引率の方ですが、英語もうまくて、旅行も慣れていて、近くで助けても

多比良 浩之さん

らえたり、ホテルでのトラブルも対処してくださってありがたかったです。経験者と行くことも、自分が不便なものと

Tahira, Hiroyuki

か、不都合を一緒に乗り越えてくださるので第一段階としてはすごくいいのかなと思いました。

政治経済学部経済学科 2 年

ですよね。食わず嫌いかもしれないし、実際住んでる方もいらっしゃるし。ほんとに、行くことが大事って思いました。

Center for International Education | Waseda University
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STUDY
ABROAD

留学情報の集め方

海外留学奨学金・教育ローン
早稲田

まずは、留学フェアに行ってみよう！

留学

奨学金

※応募方法・最新情報は、留学センター Web ページを参照してください。
※内容は予告なく変わる場合があります。

■ 留学センターが窓口となる奨学金（すべて給付型の奨学金です）

留学イベント情報

奨学金名称

早稲田大学では、留学センターが主催する年 2 回の留学フェアのほかにも、渡航準備相談会や学生留学
アドバイザーが実施する相談イベント・交流会など、様々なイベントを行っています。
留学に関する情報提供のほか、相談、手続きを行う Waseda Global Gate（22 号館 1 階）では、個別
のセミナーや説明会も頻繁に開催していますので、留学センター Web ページのイベント情報をチェッ
クし、積極的に参加しましょう！

■ 留学フェア

■ 短期留学募集説明会

2019 年春の留学フェア

4/19（金）、4/20（土）

2019 年秋の留学フェア

10/4（金）、10/5（土）

プログラムリストを見てみよう！

夏季（2019 年 8・9 月出発） 2019 年 4 月下旬
春季（2020 年 2・3 月出発） 2019 年 11 月下旬

「どんな留学先があるのか知りたい」
「必要な語学スコアはどこを見ればわかるの？」
そんなときは、プログラムリストを見てみよう。

早稲田

留学センター

たとえば、「アメリカ合衆国」「EX-R」と指定して絞り込むと…

対

象

奨学金

採用予定数

留学期間 1 年：
総額 110 万円
留学期間１セメスター：
総額 50 万円

15 名

【学内】早稲田の栄光奨学金
（予約採用型）

DD,EX,CS プログラム参加者

【学内】校友会海外派遣留学
奨学金

CS プログラム参加者（留学先：オックスフォード大学、イェール
大学、ペンシルバニア大学／留学期間：1 年）

総額 150 万円

5名

【学内】WSC メンバーズ基金
グローバル人材育成奨学金

DD,EX プログラム参加者（留学期間：1 年）

総額 100 万円

10 名

【学内】髙城幹記念海外留学奨学金

DD,EX,CS プログラム参加者（留学先：米国）

総額 100 万円

２名

【学内】千田吉郎記念海外
留学奨学金

CS プログラム参加者

総額 100 万円

２名

【学内】ハワード・ハギヤ奨学金

DD プログラム参加者（留学先：台湾）

総額 80 万円

２名

【学内】学生交流奨学金

DD,EX,CS, 箇所間プログラム参加者

総額 25 万円

150 名

【日本学生支援機構】
海外留学支援制度（協定派遣）

DD,EX,CS, 短期プログラム参加者

月額 6 ～ 10 万円

年度により
異なる

※別途、学部・研究科毎に実施しているプログラムも一部対象になります

（留学先地域による）

< ご参考 >
日本国籍を有する学生または日本への永住が許可されている学部

トビタテ！留学 JAPAN
日本代表プログラム
Click!

生・大学院生。
※留学センターに応募書類を提出後、文部科学省・日本学生支援機構による
書類審査・面接審査が行われます。
募集時期は留学センターの派遣選考と連動していませんのでご注意ください。

「Program List（長期留学プログラム検索）」
をクリック！

月額 6 ～ 16 万円
（家計基準および留学
先地域による）
その他 、往復渡航費と
留学先大学の授業料の
一部を支給。

未定

※その他、財団等による学外奨学金も多数あります。

■ 奨学課が窓口となる奨学金（貸与型の奨学金です）
奨学金名称

日本学生支援機構第一種奨学金
（海 外留学支援制度：協定派遣給
付者対象）※無利子
日本学生支援機構第二種奨学金
（短期留学）※有利子
検索画面で、条件を入れて検索してみよう！たとえば、
「PROGRAM」→ EX-R、CS-L など。P2 を参考にしてみよう。
「COUNTRY」→行きたい国はどこ？
「LANGUAGE」→言語からでも絞り込める。
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該当プログラム一覧が表示されるので、「Details」から各大学
の詳細もしっかりチェックしよう。各項目の意味を確認する
には、「？」をクリック！

国の教育ローン

対

象

支給金額

採用者数

海外留学支援制度（協定派遣）
を 3ヵ月分以上受給して留学
する学部生・大学院生。

貸与月額：〔学部生〕3 万円、5.4 万円、6.4 万円
から選択〔修士課程〕5 万円、8.8 万円から選択〔博
士課程〕8 万円、12.2 万円から選択

未定

海外の大学・大学院へ短期留
学をする学部生・大学院生

貸 与 月 額：〔 学 部 生 〕3 万 円、5 万 円、8 万 円、
10 万円、12 万円から選択〔大学院生〕5 万円、
8 万円、10 万円、13 万円、15 万円から選択（法
務研のみ 19 万円、22 万円も選択可）

未定

※こ こでの「短期」は 1 〜 1 2ヵ月
の留学を指します。

一部の金融機関では教育資金を貸し付ける教育ローンを提供しています。
日本政策金融公庫「国の教育ローン」：電話 0570-008-656

※奨学課に応募書類を提出後、日本学生支援機構による書類審査が行われます。募集時期は留学センターが窓口となる奨学金選考と連動していませんので注意してください。

※情報は毎年変わるため、出願前に必ず最新情報を確認しましょう！

Center for International Education | Waseda University
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留学とキャリア
「留学することは将来の自分にどう活きていくのだろう？」
「留学は就職やキャリア形成のうえで有利なのだろうか？」と考える人も多いでしょう。
このページでは、留学とキャリアのつながりについて考えます。

Q 留学でどんな能力が身に付く？
積極性・行動力
コミュニケーション能力

San Francisco

New York

Q まだキャリアって考えていないけど…？
ここまでとどく！

積極性・行動力

48.5 %

コミュニケーション能力

81.8 %

49.6 %

キャリアのことを具体的に
考えていなくても、
「留学が

88.4 %

キャリア設計の上で助けに
なった」
と答える先輩は多

忍耐力

異文化に対応する力
外国語運用能力

基礎学力・一般教養

忍耐力

基礎学力・一般教養

55.9 %

79.0 %

60.5 %

ここまでしか
とどかない…。

80.4 %

ここもとどくし !

将来やりたいことが決

ストレス耐性
問題解決能力

留学非経験者（1,298 人）

留学経験者（4,489 人）

「大学・大学院の学生生活で、
次のような能力が向上したと
思いますか」に対し、「つよく
そう思う」「そう思う」と回答
した学生の割合。

「留学の結果、次のような能力が向上した
と思いますか」に対し、
「つよくそう思う」
「そう思う」と回答した学生の割合。

93.0 %

18.5%

で多くの能力を身に付
けることで、選択肢を

92.3 %
留学経験者

留学非経験者
ストレス耐性

（出典）横田雅弘（2016）「グローバル人材育成と留学の長期的なインパクトに関する調査」
文部科学省科学研究費補助金基盤研究（A）

Q

25.8 %

まっていなくても、留学

外国語運用能力

異文化に対応する力

47.6 %

社会に出てからも、
身に付けた能力は役立つ？
主体性

79.1%

58.4 %

留学非経験者

・どうして留学しようと思ったのですか？

→
「人材」、
②働く力がない→
「教育」、とい
場所がない
（雇用がない）

中国留学を考えた理由としては、まず、高校から中国語の授業が

う2つの課題が自らの中で浮かび、この業界へ興味を持ちました。

は難易度の高いプログラムと聞いていたので、厳しい環境にチャ

留学経験者

粘り強さ

忍耐力

一般常識

基礎学力・一般教養
異文化に対応する力

独創性

77.9 %

あったためそもそもなじみがあったことがあります。また、DD

コミュニケーション能力

課題発見力

増やすことができるよ！

問題解決能力

積極性・行動力

コミュニケーション力

いんだ。

外国語運用能力

論理的思考力

ストレス耐性

チームワーク力

問題解決能力

・いま働いていて、留学したことはどのように役立っていますか？

レンジしたかったこと、またそれによって周囲との差別化が図れ

自分で決めてやりきる力、これは今も役立っていると思います。

ると思ったことも理由の一つです。

ケニアに行くこと、ケニアで何もない中で模索しながら自分で決

そして中国への留学中に、ある日系のボイラーメーカーでのイン

めてやりきった事、これらの経験が今の仕事の中で、ほんの少し

ターンを通じて、水問題に興味を持ちました。それをきっかけに

ですが、役立っている気がします。

日本で水ビジネスに関わる企業に興味を持つも、自らが当事者と

筒井 智之 さん

なって、水に困った事がないと思いました。そこで自らも当事者

Tsutsui Tomoyuki
2016 年秋 人間科学部卒業

・後輩へのアドバイスをお願いします！

となって水に困り、その上で、水問題を解決したいと本気で思えれ

学生という特権を思う存分使って、留学中は現地の駐在員、起業

ばその道に進もうと思い、ケニアへのインターンを決意しました。

されている方、現地企業で働いている社会人の方にどんどん会い
に行きましょう。少なからず自分の視野を広げるきっかけになる

2013 年秋～ 1 年間 中国・
復 旦 大学 DD（ダブルディグ
リー）プログラムにて留 学、
上海・北京にて4 か月インター
ンシップを行なう

・留学中に就職に関する何らかの活動をしましたか？

はずです。ただ、留学すれば、就活に有利になるとかはありませ

当時は中国とケニアでの留学経験を活かせるような世界で仕事

ん。なぜ行くのか、なにを得たいのか、自分で決めていき、現地

ができそうな商社業界等を中心に見ていたので、現地で自ら動い

でやりきることに価値があると思います。

2015 年秋～半年間 ケニア
にてインターンシップを行な
う、トビタテ！留学 JAPAN 日
本代表プログラム第 3 期生

て、現地に駐在されている商社の方や JICA の方等に OB 訪問さ

現 在は 人材・教 育 業 界 にて
勤務

たサイトは外資就活ドットコムです。

せて頂きました。また、帰国後すぐ、就活が始まるとわかってい
たので、自己分析や企業分析等も進めていました。特に使ってい

・留学に行ったことでどのようにご自身のキャリア観が変わりま

企業が学生に
不足していると思う能力要素

留学非経験者

したか？

留学経験者

留学を通じて、人材・教育業界への興味が広がりました。ケニア
現地で水問題も含めた多くの問題に直面した時に、全ては個々が
お金を稼ぐことができれば解決できるのではと思いました。そし

企業が学生に不足していると思う能力と同じような能力を、
留学によって身に付けられることがわかるね！
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（出典）経済産業省（2010）「大学生の「社会人観」の把握と「社会人基礎力」の認知度向上実証に関する調査」

て、なぜ今彼ら彼女らがお金を稼げないのか考えた時に、①働く
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