愛知学院大学 留学プログラム
Aichi Gakuin University
Study Abroad Programs

Center for
International
Programs

I want to study abroad! What can I do?
海外留学の種類
1）短期 ： スタディ・ツアー （2週間～4週間）
海外語学研修

グローバル人材育成プログラム

欧米・アジア各国で外国語と
当地の文化を学ぶ

アジア諸国で多様な人々と
英語で交流し学びあう

2）長期 ： 長期留学 （1 セメスター/2 セメスター）
交換留学

派遣留学

協定校の学生と共に
専門的な学びを深める

英語圏で重点的に語学を
学ぶ長期留学に挑戦

How can I prepare for studying abroad?
国際交流 on Campus

ENGLISH LOUNGE
学内の英語環境で日常的に
自己表現し、外国文化に触れる

留学生チューター

交流ボランティア

本学で学ぶ外国人留学生の
生活や学習を日常的にサポート

提携校からの短期留学生の
研修生活を英語でサポート

愛知学院大学 国際交流センター （日進キャンパス本部棟2階）
Center for International Programs, AGU
TEL：0561-73-1111（代）内線1905,1906

E-MAIL：aguiec@dpc.agu.ac.jp

※名城公園ｷｬﾝﾊﾟｽの方はMKC事務室（HUBキューブ2階）、楠元ｷｬﾝﾊﾟｽの方は学部事務室へお問合せください
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短期留学

スタディ・ツアーで海外の言語文化を体験しよう！
● 欧米・アジア各国で外国語と当地の文化を学ぶ

海外語学研修

２単位認定

夏期休暇

助成金あり

２万円補助

春期休暇

カナダ
ビクトリア大学

英語 ４週間
ホームステイ

オーストラリア
ボンド大学

英語 ３週間
ホームステイ

イギリス
ｶﾝﾀﾍﾞﾘｰ ｸﾗｲｽﾄﾁｬｰﾁ大学

英語 ３週間
学生寮

アイルランド
ダブリン・シティ大学

英語 ３週間
ホームステイ

韓国
東国大学校

台湾
慈済大学

中国語 ４週間
学生寮

英語圏の各研修参加者6名（計24名）
にはTOEICや学内GPAにより最大25万
円の助成金が給付されます！
詳しい情報はWebCampusでメール配
信します。

韓国語 ２週間
学生寮

【参加対象】 海外で集中的に語学を学び、異文化を体験し、外国語を実践したい方
【参 加 費】 <英語圏> 45～60万円

<韓国・台湾> 17～20万円

【募集時期】 <夏期休暇> 3～4月頃

<春期休暇> 10～11月頃

【単位認定】 卒業要件となる海外事情科目2単位を認定 （歯・薬学部は自由選択科目として認定）
● アジア諸国で多様な人々と英語で交流し学びあう

グローバル人材育成プログラム

１単位認定

１万円補助

春期休暇

夏期休暇
台湾
慈済科技大学

マレーシア

英語 2週間
学生寮

ﾄｩﾝｸ・ｱﾌﾞﾄﾞｩﾙ・ﾗｰﾏﾝ大学

英語 2週間
学生寮

【参加対象】 提携校学生や各国の留学生と交流し、英語技能や多文化共生の学びを深めたい方
【参 加 費】 <台湾> 9～11万円

<マレーシア> 17～19万円

【募集時期】 <夏期休暇> 4月頃

<春期休暇> 11月頃

【単位認定】 卒業要件となる海外事情科目1単位を認定 （歯・薬学部は自由選択科目として認定）

スタディ・ツアーまでの流れ
情報収集

応募手続

選考・参加費用

事前準備

・説明会に参加
・先輩の体験談を聞く
・English Lounge利用
・国際交流ｾﾝﾀｰに相談

・参加プログラム決定
・申込書を国際交流ｾﾝ
ﾀｰまたは各キャンパ
スの事務室に提出

・選考会（面接）参加
・選考結果発表
・合格後、参加費を
本学に一括振込

・事前講習会に参加
・TOEIC等学習・受験
・危機管理講習受講
・English Lounge利用

詳しい情報は国際交流センターのウェブサイトをご確認ください → https://cip.agu.ac.jp
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長期留学

大学4年間の在学中に長期留学に挑戦しよう！
● 協定校の学生と共に専門的な学びを深める

交換留学
アメリカ
ｱｰｶﾝｿｰ大学ﾌｫｰﾄｽﾐｽ校

単位認定可能

奨学金あり

留学先学費免除

英語
1学期 / 1年
学生寮

韓国
東国大学校 / 国民大学校

韓国語（英語）
1学期 / 1年
学生寮

オーストラリア
ボンド大学

英語
1学期
ﾎｰﾑｽﾃｲ / 寮

台湾
慈済大学 / 慈済科技大学

中国語（英語）
1学期 / 1年
学生寮

カナダ
ｹﾍﾞｯｸ大学ﾓﾝﾄﾘｵｰﾙ校

英語
1学期 / 1年
ﾎｰﾑｽﾃｲ / 寮

マレーシア
ﾄｩﾝｸ・ｱﾌﾞﾄﾞｩﾙ・ﾗｰﾏﾝ大学

英語（中国語）
1学期 / 1年
学生寮

交換留学の応募には、語学資格（TOEFL
やIELTS等）と学内GPAの条件があります
ので、早期からの準備をお勧めします!

【参加対象】 協定校の学生と共に大学の専門課程（または語学コース）で学びたい方（2年生以上）
【学費負担】 <留学先> 協定により免除 <本学> 全額納入
【奨 学 金】 1学期につき奨学金30万円を支給
【募集時期】 <春学期留学> 前年度9～10月頃

<秋学期留学> 前年度2～3月頃

【単位認定】 留学先で修得した科目の内容と時間数に応じて、本学所属学科開講科目の単位として認定

● 英語圏で語学を重点的に学ぶ長期留学に挑戦

派遣留学
イギリス
ｶﾝﾀﾍﾞﾘｰ ｸﾗｲｽﾄﾁｬｰﾁ大学

単位認定可能

奨学金あり

オーストラリア

英語
1学期 / 1年
ﾎｰﾑｽﾃｲ / 寮

ボンド大学 / ディーキン大学

英語
1学期 / 1年
ﾎｰﾑｽﾃｲ / 寮

【参加対象】 協定校の英語コースで各国の留学生と共に英語を重点的に学びたい方（２年生以上）
【学費負担】 <留学先> 全額自己負担 <本学> 全額納入
【奨 学 金】 本学の学納金のうち授業料相当額を支給
【募集時期】 <春学期留学> 前年度9～10月頃

<秋学期留学> 前年度2～3月頃

【単位認定】 留学先で修得した科目の内容と時間数に応じて、本学所属学科開講科目の単位として認定
●本学と提携のない大学への長期留学を認定する「認定留学」の制度もありますので、希望する方は
お早めに国際交流センターへご相談ください。

留学までの流れ （交換留学、派遣留学）
情報収集・準備

応募手続

選考・留学費用

留学準備

・本学で良い成績が取
れるよう勉学に励む
・TOEFLやIELTSの対策
・先輩の体験談を聞く
・English Lounge利用
・国際交流ｾﾝﾀｰに相談

・留学の種類と留学先
大学を決定
・申込書、成績表、語学
資格証明書を国際交
流ｾﾝﾀｰまたは各ｷｬﾝ
ﾊﾟｽの事務室に提出

・選考会（面接）参加
・選考結果発表
・合格後、派遣留学
の場合のみ留学先
授業料を本学に一
括振込

・国際交流ｾﾝﾀｰが
入学・ビザ申請等、
各種手続をサポート
・航空券を購入
・危機管理講習受講
・English Lounge利用

詳しい情報は国際交流センターのウェブサイトをご確認ください → https://cip.agu.ac.jp
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国際交流

on Campus

日頃から英語や外国文化に触れよう！

ENGLISH LOUNGE

●学内の英語環境で学生スタッフや留学生、外国
人教員と日常的に自己表現し、外国文化に触れる

ENGLISH LOUNGEは学生、留学生、教員が誰でも自由に参加で
きる英語コミュニケーションの場です。海外経験豊富な学生ス
タッフ（Learning Assistant）の企画によるアクティビティや季節のイ
ベントを通して、楽しく英語力を磨くことができます。
名城公園キャンパスでは、気軽に英会話を楽しむ昼食会
English Lunch Clubを毎月開催します！
【参加対象】
【 場 所 】
【実施期間】
【開室時間】

英語で話してみたい方、海外に触れたい方など、誰でも随時利用できます
日進キャンパス 本部棟１階 ENGLISH LOUNGE
英語学習や海外留学の相談に
も応じますので、学生スタッフに
<春学期> 5～7月中旬 <秋学期> 10～1月中旬
気軽に声をかけてください！
授業日（月～金）の2限・3限・昼休み

交流ボランティア

●提携校からの短期留学生と英語で異文化交流、
研修期間中の生活と日本語学習をサポート

アメリカ、カナダ、マレーシアの提携校の学生が日本語と日本文化
を学ぶために本学に滞在します。ボランティアとして、英語で留学
生の食事や街歩きなどをサポートするほか、日本語学習のサポー
トも行い、研修最後に留学生が日本語でスピーチをできるようアド
バイスします。 留学生との交流会では、ボランティア学生自らが出
し物を企画・実施して留学生と交流します。提携校の学生同士が楽
しい時間を共に過ごし、友好の輪を広げています。

【参加対象】
【 場 所 】
【実施期間】
【活動時間】

短期留学生の食事や散策、日本語学習を英語でサポートし、積極的に交流したい方
日進キャンパス内、大学周辺、名古屋市内（栄、大須）など
<アメリカ・カナダ> 6月下旬～ 11日間 <マレーシア> 9月下旬～ 14日間
昼休み、夕方以降など、都合のつく時間帯
【募集期間】 活動の2～3ヶ月前

留学生チューター

●本学で学ぶ外国人留学生の留学生活や日本
語・専門分野の学びを日常的にサポート

「チューター」とは、留学生の学習と生活面の支援を行う学生のことです。
本学で学ぶ交換留学生や私費留学生が勉学に専念できるよう、生活や
在留に関する手続から日本語や専門分野の学びに至るまで、担当教職
員と連携して留学生をサポートします。留学生とは基本的には日本語で
コミュニケーションをとりますが、気軽に話し合える良き友人として留学
生と付き合うこともチューターの大切な役割です。留学生との交流会を
企画するなど、積極的に交流できる方のご応募をお待ちしています。

【応募要件】 本学の外国人留学生の学習と生活をサポートし、友人として積極的に交流できる方
【 場 所 】 キャンパス内、市役所、郵便局など
【活動時間】 学期始め（生活定着、履修相談等）、随時（週1回以上） 【募集期間】 学期開始約2ヶ月前
詳しい情報は国際交流センターのウェブサイトをご確認ください → https://cip.agu.ac.jp
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