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◦留学に行きたいが、いろいろ疑問に思うところがある塾生

◦留学に行ってみたいが、具体的な取り組み方がわからない塾生

◦留学についてあまり知らないが、海外で学ぶことに興味関心がある塾生 など

このてびきをきっかけに留学について知り、自分にあった留学プログラムを見つけましょう。
そして、どうすれば実現できるか、今何をするべきか、どんな準備が必要か考えてみましょう。

こ の 留 学 の て び き は 、 海外で学ぶって、どんなことか知りたい！ 留学体験記 014ページ

交換留学をするにはどうすればいい？ 第Ⅱ部 063ページ

留学すると就職活動はどうなるの？  033ページ

夏休みなど、短期で留学してみたい！  039ページ

留学すると単位はどうなるの？進級・卒業は？  049ページ

どの国・地域、どの大学に留学する？ 協定校別募集要項 097ページ

留学に興味のある塾生に向けて情報を提供するものです。

? !



本学が海外の大学との間で締結した全学学生交換協定に基づき
実施する、慶應義塾大学派遣交換留学制度の案内を掲載しています。

留学全般に関する事項や留学準備、ならびに慶應義塾大学
各部⾨が主催するさまざまなプログラム等を紹介しています。

本冊⼦は、第Ⅰ部は留学のてびき、第Ⅱ部は慶應義塾大学派遣交換
留学生募集要項の二部構成になっています。
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留学のてびき
第Ⅰ部 留学について知ろう！留学経験が、あなたの視野と可能性　　　を広げてくれます！

留学出発約１年前～６ヵ月前

留学生活を
満喫しよう！

プログラムに
応募し、
選考を受ける

動機・目的を
明確にする

留学を意識した
大学生活のプラン
を作成する

START!

入学 留学し
たい！

 

と思っ
たら

留学出発
約１年前～６ヵ月前

留学出
発

約６ヵ
月前～

留学出
発直前

なぜ留学？どんな勉強をしたい？
何を身につけたい？

交換留学?ダブルディグリー？
私費留学？語学研修？

学部１年時のうちにまずは短期？
学部２年時以降に長期？

学費以外の生活費は？
奨学金はいつ応募する？

どの国・地域・大学に
留学したい？

[ W h y ? ]

[ H o w ? ]

[ W h e n ? ]

[How much?]

[ W h e r e ? ]

まずは大学生活の計画を立て
ましょう。授業履修、課外活動、
資格取得、卒業後の進路設計を
する中で、留学をいつ、どう組み
込むか、優先順位を考えながら
プランを組んでみましょう。

留学に向けて
勉強する

参加したい留学の募集要項を確認し、
十分に準備をしましょう。半年以上の
長期留学では、大学の学業成績
（GPA等）や語学能力の基準が課さ
れることがほとんどです。年に数回
しか実施しない語学能力試験もあり
ます。早めに受験計画を立て、日々
の学習も継続していきましょう。

必要書類一式をしっかり整えて期日までに出願しましょう。
選考方法は、プログラムによりさまざまです。派遣交換留学
等、留学開始約1年前に学内選考が実施されるものもあり
ます。奨学金に応募予定の方は、その締切期限にも注意して
手続きを進めましょう。

APPLICATION

PLAN

STEP 

1

STEP 

2
STEP 

3 STEP 

4

STEP 

5

STEP 

6

具体的な渡航準備をする

- 学内手続き - 住居手配（寮、アパート、ホームステイ等）
- ビザ申請    - 航空券手配    - 海外旅行保険加入

選考に通過すると、出発に向けて具体的な準備
が始まります。代表的なものとして、以下が
あります。先着順のものや時間がかかるもの
もあります。早め早めの行動が大切です。

「留学期間はあっという間
だった！」とほとんどの留学
経験者が語ります。健康に留意
して、日々の学習や活動に取り
組みましょう。留学中、自分が
留学した目的を意識しながら
過ごすことが大切です。自分
なりのストレス対策も考え
ましょう！

GOAL!

卒業STEP 

8

留学生活を振り返ってみよう！
留学の目的や目標は達成できたか、留学経験を就職
や今後のキャリアにどうつなげたいのかまとめて
みましょう。振り返ることで留学経験が今後の人生
の中で一層活きてくることでしょう。報告書の作成
や留学の経験を後輩に伝えるのもおすすめです。

STEP 

7
GO!
留学へ

進路選択・就職に

向けた取り組み

帰国

留学に関する情報を収集する

国際センターWebサイト
　   https://www.ic.keio.ac.jp/

海外留学のための奨学金
　   https://www.ic.keio.ac.jp/keio_student/scholarship/

何から始めたらいいかわからない、という塾生は、まずは各
キャンパスの国際担当窓口に立ち寄ってみましょう。随時、
留学相談に乗っています。また、授業期間中のお昼休みには
派遣交換留学に参加した学生（慶應義塾SA）による留学個別
相談会を実施しています。授業期間中には随時留学説明会
が開催される他、留学フェアも開催されます。さらに、国際
センターのWebサイトでは各種留学体験談・報告書の他、
海外留学のための奨学金についても掲載しています。

留学を経験した多くの先輩が、留学によって⼈生観が変わったと感じています。
語学力の研鑽だけでなく、多様な価値観を持つ⼈々との出会いを通じて、
コミュニケーション力を養い、⼈的ネットワークを築くチャンスです。
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留学のてびき
第Ⅰ部 留学について知ろう！留学制度とは

「留学」には、もっぱら語学習得を⽬指すものや海外の大学で専門的な内容
の授業を履修するもの、数週間の短いものから半年以上の長期にわたる
もの等、さまざまな種類があります。
自分にあった留学を選ぶには、それぞれの留学形態の特徴を知ることが重要です。

一般的な留学すべてが、慶應義塾大学で「留学」として認められるわけではありません。
学部学則第153条(＊1)・大学院学則第124条(＊2)に基づき、あらかじめ「国外留学申請書」を提出
し、教授会あるいは研究科委員会において教育上有益と認められた場合、「留学」の認定を受けて
留学することができます。

　

 留学時期・期間
留学は、夏休みなどの休校期間を中⼼した短期留学と、半年以上の⻑期留学があります。

 留学の⽬的
留学の⽬的は、⼤きく2つに分けることができます。

 「留学」と認定された場合
申請により、留学期間を慶應義塾⼤学における在学期間に算⼊（1年間を限度とする）すること
が可能となり、海外の⼤学で履修した単位は、慶應義塾⼤学での卒業に必要な単位として認定
されることがあります。
すなわち、慶應義塾⼤学において「留学」と認められるためには、前述のとおり、所属の学部・
研究科へ申請し、認定を受ける必要があります。

 語学⼒の向上を⽬的とした場合
通常、「留学」と認められませんので、学期期間中に実施されるものに参加する場合には、慶應
義塾⼤学を「休学」して留学することになります。⼤学付属機関で語学力向上を⽬的とした
授業を受けながら、正規の学部授業を一部履修する場合の扱いについては、所属の学部・
研究科に確認してください。

 「休学」して留学した場合
海外の⼤学に正規生として学ぶ場合であっても、慶應義塾⼤学での在学年数には算⼊されません。
また、「休学」して留学した間に履修した単位は、慶應義塾⼤学の単位として認定されません。

語学⼒の向上
を⽬的としたもの

語学学校や⼤学の付属機関で実施されることの多い、外国語
能力の向上に主眼が置かれた留学です。
⼤学の付属機関で実施されるプログラムでは、正規の授業履修
が可能な場合もあります。

専⾨知識の習得
を⽬的としたもの

主に海外の⼤学で学ぶ留学です。半年以上の⻑期留学では、
多くの場合、現地の学生と共に正規の授業を履修します。
夏休みや春休みの休校期間に実施されるプログラムでは、特定
のテーマを設け開講されることもあります。

短期留学：夏休みや春休みの休校期間を中⼼とした留学

期間 休校期間を中⼼とした数週間から数ヵ⽉程度

主催 慶應義塾⼤学国際センター／海外の協定校／外部団体 等

注意事項 参加する際には、慶應義塾⼤学における授業履修や研究指導等に⽀障
がないことを各⾃の責任において確認してください。

長期留学：学期期間を中⼼とした留学

期間 学期期間を中⼼とした半年（1学期間）以上

形態 派遣交換留学／ダブルディグリープログラム／私費留学 等

主催 慶應義塾⼤学国際センター／慶應義塾⼤学各学部・研究科／外部団体 等

⽬ 的 内 容

慶 應 義 塾 大 学 で の 取 り 扱 い

(＊1) ① 本⼤学が教育上有益と認めたときは、休学することなく外国の⼤学に留学することを許可することがある。
 ② 留学の期間は、1年間に限り在学年数に算⼊する。
 ③  留学中に修得した授業科⽬の単位は、30単位を超えない範囲で卒業に必要な単位として認定することがある。ただし、

経済学部、総合政策学部、環境情報学部および看護医療学部では、本⼤学以外の⼤学およびこれに準ずる研究教育機関等
での履修で得た単位を含め60単位を超えない範囲で、卒業に必要な単位として認定することがある。

 ④  本条第１項の留学とは別に、ダブルディグリー等、本⼤学と外国の⼤学との合同の学位課程により留学する場合は、本⼤学
に在学したまま外国の当該⼤学設置科⽬を履修することを許可する場合がある。

 ⑤  留学に関する細則は、別に定める。

(＊2) ①  研究科委員会が教育上有益と認めたときは、休学することなく外国の⼤学の⼤学院に留学することを許可することがある。
 ②  留学の期間は1年間に限り在学年数に算⼊する。ただし、医学研究科および薬学研究科薬学専攻の博⼠課程については

2年間を上限として在学年数に算⼊することがある。
 ③  留学中に修得した授業科⽬の単位は、10単位を超えない範囲で課程の修了に必要な単位として認定することがある。
 ④ 留学に関する細則は、別に定める。
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留学のてびき
第Ⅰ部 留学について知ろう！

　

自分にあった「留学」を見つけよう!

この他にも、各学部・研究科が実施するプログラムもあります。

どのくらいの期間
留学したい？

留学先では「英語」で
勉強したい？

START!

YES YES

YES

YES

YES

YES

NO NO

NO

NO

NO NO

慶應義塾大学と
海外の大学、両方の
学位を取得したい？

興味のある地域や
大学が、派遣交換留学
の協定校（P.097）に
含まれている？

交換留学の
出願資格（P.068）は
満たせそう？

英語の勉強に加えて、
英語を使って専門的な
勉強もしてみたい？

海外の名⾨大学でさまざまな体験！

国際センター 
短期プログラム

海外の名⾨大学からも学位を取得！

ダブルディグリー
プログラム

自分の計画にあわせて自由に選ぶ！

私費による長期留学

現地のプログラムにひとりで飛び込む！

協定校等による
短期プログラム

世界トップレベルの大学で
1学年間学ぶ！

派遣交換留学

夏休みや春休みを中⼼とした
数週間から数ヵ月程度

半年以上の長期間

プログラムの詳細は、次のページへ

YES

NO

充実した留学実現のためには、自分にあったプログラムに参加することが大切。
どの留学が向いているか、まずは探してみましょう！

留学したい
時期まで、
1年近くある？ 12

1

！
！
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国際センター短期プログラム

留学のてびき
第Ⅰ部 留学について知ろう！国際センターが実施・紹介する留学　　　  プログラム

派遣交換留学

私費による長期留学

協定校等による短期プログラム

短期海外研修プログラム

期間 夏休み・春休み期間中の休校期間を中⼼とした2週間から1ヵ⽉程度の留学

内容
プログラム毎のテーマに沿って、英語による講義やディスカッションなど
質の⾼い授業が盛り込まれ、現地の⼤学で学ぶ雰囲気を体験できるのが
魅力です。申し込みや準備などは国際センターを通して行います。

こんな⼈に
◦海外に行ったことがない⼈
◦英語によるコミュニケーション能力を⾼めたい⼈
◦将来、⻑期の留学を考えている⼈

延世・復旦・⽴教・慶應
リーダーシップフォーラム

期間 夏休み期間中の1週間

内容

将来、協力関係を構築しながら、リーダーシップを発揮することができる
よう、延世⼤学（韓国）、復旦⼤学（中国）、⽴教⼤学、慶應義塾⼤学（⽇本）
の学生合計約50名が、寝⾷を共にしながら、講義、グループワーク、⽂化
交流イベントを通して相互理解を深めます。

こんな⼈に ◦東アジア地域に興味・関⼼のある⼈
◦ 将来、⽇本・海外問わずにグローバルな舞台で活躍したいと思っている⼈

費⽤等 プログラム・宿泊費（渡航費などは除く）は、基本的に無料（幹事校が負担）です。

期間 1学年間（10ヵ⽉程度）

内容 慶應義塾⼤学が海外の⼤学と締結した全学学生交換協定に基づき実施する留学プロ
グラムです。世界トップレベルの協定校での⼤学生活を経験できます。

こんな⼈に ◦語学力を伸ばしつつ、現地の⼤学で授業を履修したい⼈
◦世界トップレベルの⼤学で学生生活を送ってみたい⼈

備考
◦原則として、慶應義塾⼤学で「留学」として認定されます。
◦ 留学中に修得した単位が卒業・課程の修了に必要な単位として認定されることもあります。
◦ 各学部・研究科が独⾃に実施する派遣交換留学については、P.041を参照してください。

期間 夏休み・春休み期間中の休校期間を中⼼とした数週間から数ヵ⽉程度の留学

内容 協定校が実施するプログラムに各⾃で申し込みを行い、参加します。
本学を通して応募することで費⽤が割引になるプログラムもあります。

こんな⼈に ◦英語やその他の言語によるコミュニケーション能力を⾼めたい⼈
◦現地のプログラムに、世界の学生と共に⾶び込んでみたい⼈

注意事項 参加する際には、慶應義塾⼤学における授業履修や研究指導等に⽀障が
ないことを各⾃の責任において確認してください。

期間 ⾃由に選択可能

内容

本学が主催する留学プログラム以外の、参加学生が直接申し込み（契約）を行い、学費
またはプログラム参加費等を留学先⼤学や実施団体等へ⽀払う必要のある留学を

「私費留学」と呼んでいます。国際センターが紹介するもの以外にも、企業や団体が
主催するもの等、私費留学には数多くの種類があります。

こんな⼈に ◦語学に特化して勉強したい⼈
◦⾃由に留学先や留学期間を選びたい⼈

備考

◦ 参加にあたってはプログラムの内容や費⽤を⼗分に理解し、各⾃の責任において契約
や⼿続きをしてください。

◦ 慶應義塾⼤学で「留学」として認定されるか、「休学」となるかは留学先での学習内容に
より異なります。

https://www.ic.keio.ac.jp/keio_
student/short_prog_external/

詳細は、P.041「 2 各学部・研究科主催プログラム」

詳細は、P.039
「 1 国際センター主催短期プログラム」

詳細は、P.040
「 1 国際センター主催短期プログラム」

詳細は、

詳細は、P.043
「 Ⅵ 私費による長期留学」

詳細は、P.061
「第Ⅱ部 2023年度 慶應義塾大学 派遣交換留学生募集要項」

慶應義塾大学国際センターが実施あるいは、紹介するプログラムとして
以下のものがあります。

この他にも各学部・研究科が実施するプログラムもあります。

　

PLAN

ダブルディグリープログラムの詳細は、P.041および
各学部・研究科のWebサイトを参照してください。

011 012



留学について知ろう！

留学のてびき
第Ⅰ部 国際センターが実施・紹介する留学プログラム 留学体験記

実際のプログラムについて
このプログラムで得たものは3つあります。1つは語学に対する⾃信です。英語でのエッセイやディスカッションなどにはじめは苦戦しました
が、優秀な先生やTeaching Assistantとの開放的で互恵的なクラスの雰囲気によって効率的に成⻑することができ、グループプレゼン
テーションでは賞をいただき英語力に⾃信を持ちました。2つ⽬は、TAとの出会いです。7名のケンブリッジ⼤生がTAとして私たちと同じ寮で
生活し、空き時間にはカフェでお茶をしたり、授業後一緒に買い物をするなど親密になる機会が多くありました。一⼈のTAとは留学から4年
後の今でも頻繁に連絡をとっており、一昨年ロンドンを訪れた際には久々の再会を果たしました。最後は、慶應義塾でかけがえのない友⼈を
得ることができたことです。このプログラムに参加していなければ出会わなかった、勉強意欲の⾼い仲間を得られたことは⼤きな財産です。

自分と徹底的に向き合った留学生活

江田 晴香 商学部 商学科

▲グループプレゼンテーションで賞を
とった記念に先生とメンバーと記念撮影

（短期海外研修）

参加学年 1年

留学期間 2019年9月～2020年3月

短期海外研修プログラムに参加した理由
⻑期留学の前に海外での生活に慣れること、そして英語力の向上を⽬的にこのプログラムに参加
しました。1ヵ⽉という⻑さが他プログラムよりも⻑期間であることや、レベル別に授業が行われる
点などが⽬的に即していると感じました。さらに普段は交流ができないケンブリッジ⼤学の学生と
⽇常生活を共にすることで、新たな発見や勉強のモチベーションアップにつながると考えました。

留学を志したきっかけ・その国、大学を選んだ理由・留学までの準備
ホスピタリティ産業で国際的に働くことが夢であるため、ホスピタリティが学部として存在するボストン⼤学を選びました。またボストン
は観光地でもあり、国際会議の会場やホテルが多くあるため肌で実際の職場を感じることができ、勉強するには最適の場所だと思い
ました。短期海外研修プログラムに参加したことにより、より一層海外での生活に憧れを抱いたため、モチベーションを一切落とすこと
なく交換留学に挑むことができました。留学の準備として、ケンブリッジ⼤学で出会ったTAの勧めもあり、海外のお客さまが5割を占める
東京のレストランでアルバイトを始めました。⽇常的に英語を使うことで、会話のツールとして英語への抵抗がなくなりました。

実際の留学生活について
授業の楽しさに衝撃を受けました。さまざまなバックグラウンドを持つ生徒の意見を公平に受け
⼊れ、一⼈ひとりが成⻑できるよう積極的にサポートする先生方や明確な⽬的を持って勉強
している学生との出会い、そして何事にも受け身ではなく⾃分で考え行動する米国⽂化に触れた
ことは間違いなく⼈生に⼤きな影響を与えました。⽇々課題に追われ、新しい環境に必死に
ついていこうと悩み、もがいたこの経験を通して、主体性、粘り強さ、そして柔軟性を身に付け
ました。またコロナの影響で強制帰国となり悔しい思いをしましたが、与えられた環境に⽂句
を言うのではなく、今何ができるのか冷静に考え行動を起こすことの⼤切さを学びました。

▲ ラテンダンスの授業で（交換留学）

▲ Killingtonで行われたスキー部の合宿
（交換留学）

香港大学（香港）
6月～8月下旬3延世大学（ソウル）

2月下旬～6月

東アジアについて複数ヵ国で学ぶことができる点に惹かれ、3キャンパスプログラムを志望しました。実際に、⾃国の⽂化
の発信と他国の⽂化の吸収の両方を経験することで視野が広がったと感じています。また、1年間行動を共にする世界
各国からの留学生仲間がいる点も、他プログラムとの⼤きな違いです。韓国に留学する時点で既に仲間がいるという
ことは、想像以上に⼼強く感じました。プログラムの参加者と留学先で出会う仲間、さまざまな形での出会いがあり、
常に刺激を受けながら世界中に⼈脈ができる、非常に魅力的なプログラムだと思います！     

2019-2020派遣生　法学部 政治学科　日山絢⼦

「アジア地域に留学したい」「英語を使って勉強したい」と思い、留学プログラムを探していたところ3キャンパスプログラム
のことを知り、応募しました。慶應を離れる期間が1学期間と他の交換留学よりも短い点、半年間で2つの都市を回れる
点、世界各地の⼤学から参加者がいるためさまざまな友⼈ができる点も魅力です。勉強面でも東アジアについてあら
ゆる角度から学べる有意義なプログラムです！

2018-2019派遣生　法学部 政治学科　郷原有紗

慶應・延世・香港 東アジアリーダーシッププログラム（通称3キャンパスプログラム）は、交換留学の中でも非常に珍しい、3⼤学（延世⼤学、
香港⼤学、慶應義塾⼤学）が協力して実施するプログラムです。１年をかけて3つの⼤学を巡りながら英語による講義を受講し、参加者と共同
生活を送ることで、東アジア地域に関する理解を深めることを⽬的としています。3⼤学の学生のほかに、パートナー⼤学（プリンストン⼤学、
ジョージタウン⼤学、コーネル⼤学、南カリフォルニア⼤学、キングス・カレッジ・ロンドン、ジュネーブ⼤学）から選抜された学生も一部参加
します。

同じ興味や関⼼を持つ留学生と1年をかけて3つのキャンパスで学びながら、フィールドトリップやグループワークも共に行うため、深い絆が
生まれます。他の⼈とは違った留学経験になること、間違いなしです！

やってみたいと思うすべてのことに挑戦してほしいです。やらない言い訳を探す前に、⾶び込んでみてください。私はボストンで、
留学生は⼊部不可のスキー部に交渉し⼊部、定員越えだった授業の先生に熱意を伝え特別に受講許可をもらいました。それらの
経験から、⾃分で道を切り開くことの重要性を実感しました。後輩の皆さんには、貴重な4年間で多くのことを経験し後悔のない
⼤学生活を送っていただきたいです。

慶應・延世・香港　
東アジアリーダーシッププログラム

◦東アジアのみならず、欧米のトップスクールの学生とも緊密なネットワークを構築できる

◦授業およびプログラム参加者の共通言語は英語なので、英語力が⾃ずと
　⾼められる

◦ 一定の受給資格を満たしていれば、⽇本学生⽀援機構（JASSO）による
　給付型奨学金（月額70,000円×6ヵ月）が⽀給される可能性が⾼い

◦ 実際の国外留学期間は2月下旬～8月下旬の約半年間のため、
　丸1年留学するのは時間的にも費⽤的にも厳しい…という方にぴったり

• オープニングセレモニー
• 国際センター設置の英語による科⽬を

履修
• 東京近郊へのフィールドトリップ

• Underwood International College
設置の英語による科⽬を履修

• Jeonju（全州）などへのフィールドトリップ

• HKU summer courses より科⽬を
履修

• クロージングセレモニー

慶應義塾大学（三田キャンパス）
9月～2月上旬1 2

留学のてびき
第Ⅰ部

※ 新型コロナウイルス感染
拡大のため早期帰国

ケンブリッジ大学 ケンブリッジ大学
ダウニング・コレッジ夏季講座

ボストン大学

（英国）

 （米国）

013 014

短期海外研修

交換留学

後輩へのアドバイス

起床・
カフェテリアで朝食

寮近くの
レストランで夕食
Teaching Assistant
とカフェでおしゃべり

寮で自習

授業
（マーケティング）
カフェテリアで昼食

カラオケナイト

授業（英語レベル別）

起床・寮で朝食
授業
（Introduction
to Hospitality）
友人とジム

ルームメイトと
映画鑑賞

授業
（Third-Semester
Spanish）

寮で夕食
寮でルームメイトと
自習

授業
（Ballroom,Latin）
友人とカフェテリアで昼食
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0

12

3

6

915

18

21
0

平日 平日

〈短期研修プログラム〉 〈交換留学〉
ある一日のスケジュール

ここが魅力！

1年間のプログラムの流れ

S t u d e n t V o i c e



留学のてびき
第Ⅰ部 留学について知ろう！留学体験記

遡及進級の有無
およびその理由

遡及進級を　　した　　しなかった

大学2年生の夏からの留学だったため、三田での勉強や就職活動
への影響も少ないと考えたから。

実際の留学生活について
韓国は⽇本と近いということもあり、気候や⽂化等似ている部分も多いです。しかしそれが故に、
全く同じだと思っていると驚くこともあります。⼈との距離が近い国なので最初はその距離感に
少し戸惑いましたが、慣れるとバスを待っているときや街中でさまざまな⼈と会話ができ、良い
経験になります。また、留学先のソウル国⽴⼤学は韓国最⾼峰の⼤学といわれるだけあり、周りの
学生たちの学習意欲や志、学びのレベルが⾼く、⼤変刺激を受けました。１コマの授業が３時間という
こともあり、勉強はかなり⼤変です。しかし、周りの学生たちはテスト期間関係なく常に図書館で
勉強をしているほど勉強熱⼼であり、その姿に感化され、私も授業の前後は図書館で授業の予習
復習等に取り組んでいました。

そして旅行や語学留学ではなく、交換留学生として現地の学生たちと共に授業を受け、衣⾷住を
共にし、生活者として接することが重要だと私は感じています。⽇韓関係というとギクシャクしている
部分もあるかもしれません。韓国に行くのは危ないよという⼈もいるかもしれません。しかし、実際
に現地で生活してみて危険を感じたことは一度もなく、気さくに接してくれます。中には⽇本に対し
良くない感情を抱いている⼈もおり、実際に反⽇の方とお話をしたこともあります。⽇本の政治に
対する強い思いをぶつけられ勢いに圧倒されそうでしたが、⽇韓関係が友好化してほしいという
⾃分の気持ちを時間をかけて伝えると、最終的には理解してくださり、談笑できるようになりました。
お互いを思いやり、コミュニケーションをとれば気持ちは通じるはずです。それは現地で生活して
こそ⼼から理解できることだと思います。

ソウル国⽴⼤学への交換留学は⾃分の⼈生を後押ししてくれる⼤切な経験です。その後、少し怖い挑戦や⾼い壁に当たった時も「留学
生活を乗り越えられたのだからきっとできる」と一歩を踏み出すことができるようになりました。それにより、⼈生の選択の幅が⼤きく
広がったと思います。交換留学へ参加して本当に良かったです。

実際の留学生活について
オランダの魅力は誰もがのびのびと暮らせることです。オランダ⼈は町で困っている⼈を見かけ
ると、お節介なくらい、積極的に助けます。親切で真っ直ぐな性格の⼈が多いオランダの首都、
アムステルダムには多種多様な移民や留学生もいます。中⼼部の近くに湖や海、公園があること
や、⾃転車での移動が便利なことも、留学生がのびのびと暮らせるポイントだと思います。

私は学生寮に住みました。１フロアー14⼈で、キッチンやダイニングテーブル、洗濯機を他の交換
留学生と共⽤しました。⾃分の部屋は個室だったので、⽇々の生活の中で、フロアーメイトと気軽に
話したいときはキッチンに行き、一⼈になりたいときには⾃室にいることができました。寮の友⼈と
スーパーで⾷材を買い、キッチンで料理して夕⾷を共にすることもありました。友⼈と料理をする
度に、⾃分の知らなかった⾷材や調理方法を知ることができて、⾃分の⾷のスタイルが新たに形
作られていく感覚が本当に楽しかったです。

勉強で一番苦労したのはリーディングです。慶應の法学部では、授業の担当の教授がレジュメを
作ってくれることが多いのに対して、アムステルダム⾃由⼤学では、複数の教科書や論⽂等が
リーディング課題として毎週課され、⾃分で読解をする必要がありました。夜遅くまで⼤学の図書
館にこもって、論⽂や判決⽂等を地道に読み続けました。また、「⼈権と国境線」の授業の一環で、
アムステルダムに住む多種多様な移民の暮らしを助けるボランティア施設を訪れました。それが
きっかけで、私はその施設の調理場で、週に1度、昼⾷を作る⼿伝いを始めました。これを通して、
現地のオランダ⼈との交流を深めることや、オランダ語を学ぶこともできました。

留学先では⾃分の好きなことややりたいことを⾃力で探し出して、それをやってみる時間があり
ます。もちろん不安もありますが、「今ここでしかできないことをやろう」という思いからか、その
ためのちょっとした勇気も湧いてきます。そして、その中で、⾃分は「これだけ一生懸命生きている
んだ」ということを感じられる瞬間や、新しい「⼈」との出会いの機会が必ずあります。

▲練炭ボランティアに参加した時

▲ BOOST（移民の暮らしを助ける
ボランティア施設）にて

▲練炭ボランティア参加後、参加者
の打ち上げ

▲寮の1階のカフェでビール

自分の人生を創るかけがえのない経験

髙野 莉⼦ 総合政策学部 総合政策学科
（2022年3月卒業）

自分が本当に好きなことを探す時間

中野 雄太 法学部 法律学科
（2022年3月卒業）

寮のフロアーメイト▶ 休日に釜山へ観光に▶
　

留学期間
2019年8月～2020年3月
※ 新型コロナウイルス感染拡大の

ため早期帰国

留学を志したきっかけ・その国、大学を選んだ理由・留学までの準備
⾼校時代に韓国への交換留学を断念した経験から、⼤学では絶対に韓国へ留学をすると決めていました。また、現地の学生たちと共に
現地の言語で授業を受けたいと考えていたため、⼤学1年生の頃から朝鮮語の勉強は継続して行っていました。⼤学１年生の冬休みに
は朝鮮語のクラスでソウル国⽴⼤学開催の語学研修に参加しました。そこでの学生との交流からソウル国⽴⼤学にはさまざまな学部が
あり、最先端の研究も多岐にわたり行っていて、学生たちの志も⾼く、⼤変感銘を受け交換留学先もソウル国⽴⼤学を選びました。出発
までには、過去に留学された先輩に現地の生活について質問をしたり、⼤学のシラバスを見て履修したい授業や留学中に挑戦したい
ことを考え、準備を進めました。

留学を志したきっかけ・その国、大学を選んだ理由・留学までの準備
中⾼時代、NHKのラジオ語学講座を聞いて、英語が好きになりました。英語ができるようになれば世界中の⼈々と会話できるようになる
と期待して勉強をしていたので、⼤学に⼊ったら交換留学をして、海外に住んでみたいと考えていました。私は、法学部の英語の先生に
オランダを勧められ、オランダ留学をしている⽇本⼈はあまり多くないと考えたのであえてオランダを選びました。慶應では法律を勉強
していたので、法が国境を越える問題に対してどんなアプローチをしているのかを学びたいと思い、「⼈権と国境線」「気候変動と法」等
の授業があるアムステルダム⾃由⼤学を選びました。留学前は⽇吉での授業を通して、留学先で学びたいことと関連する内容や、語学

（英語）の勉強をしました。

遡及進級の有無
およびその理由

遡及進級を　　した　　しなかった

留学先での学びや経験を踏まえたうえで、慶應で時間をかけて
研究をしたかったため、在籍延長をした。

留学するには多くの準備や困難が付き物です。しかし、苦労した分だけ、留学先では⾃分が本当に好きなことややってみたいこと
に挑戦するための勇気が湧いてくると思います。そして、本⼼を語り合うことのできる友⼈もできます。

⼈生は一度きり。いろいろな経験で創られていくものです。少しでもやってみたいという気持ちがあるのなら、ぜひ挑戦してみて
ください。もし思うようにいかないことがあっても、それもまた⼈生。悔いのないように⾃分の気持ちに寄り添ってあげてくだ
さい。応援しています！

派遣時学年 3年交換留学派遣時学年 2年交換留学

留学期間
2019年9月～2020年1月
※ 新型コロナウイルス感染拡大の

ため早期帰国

ソウル国⽴大学アムステルダム自由大学  （大韓民国） （オランダ）

015 016

後輩へのアドバイス
後輩へのアドバイス

帰寮・スーパーで
夕食の材料を買う

水泳、もしくは自室で勉強

友人と大学の
カフェや植物園で休憩

図書館で授業の課題

寮で夕食を
作って食べる

友人と学食で昼食

起床・朝食

授業（「人権と国境線」） 起床・朝食国際交流サークル
（ESN）のイベントで
ゴーダへショートトリップ

自室で休憩
もしくは勉強

寮の1階のカフェで
友人とビールを飲む

12

3

6

915

18

21
0

12

3

6

915

18

21
0

平日 休日 図書館で勉強

自宅で勉強
（授業の復習）

大学内のカフェで
勉強

授業
（日本と国際関係）

帰宅・自宅で夕食

友人と食堂で昼食

起床・自宅で朝食・
登校

授業（消費と倫理） 起床・
自宅で朝食

自宅で夕食

ボランティア参加

ボランティア
参加者と交流会

勉強
（授業の予習）

12

3

6

915

18

21
0

12

3

6

915

18

21
0

平日 休日

ある一日のスケジュール ある一日のスケジュール
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留学出発約1年前～6ヵ月前の準備

留学出発約6ヵ月前～直前の準備

留学を実現するためには、留学形態にかかわらず事前の計画、十分な準備が大切です。
留学に関する情報収集や語学試験等の受験準備等、できるだけ早い時期からとりかかりましょう。

留学までのRoadmap

STEP

1

STEP

4

STEP

6

STEP

5

留学を意識した大学生活のプランを作成する
まずは大学生活の計画を立てましょう。
授業履修、課外活動、資格取得、卒業後の進路設計をする中で、留学をいつ、どう組み込むか、優先順位
を考えながらプランを組んでみましょう。

語学学習、試験等の受験をする、学業成績を上げる
参加したい留学の募集要項を確認し、十分に準備をしましょう。
半年以上の長期留学では、大学の学業成績（GPA等）や語学能力の基準が課されることがほとんどです。

具体的な渡航準備をする
選考に通過すると、出発に向けて具体的な準備が始まります。先着順のものや時間がかかるものもある
ため、早め早めの行動が大切です。

プログラムに応募し、選考を受ける
必要書類一式を用意し、期日までに出願しましょう。
選考方法は、プログラムによりさまざまです。

詳細は、P.018

詳細は、P.020

詳細は、P.020

詳細は、P.020

ロードマップ

STEP

3

STEP

2

留学の動機・⽬的を明確化しながら、留学計画を作成する
なぜ留学したいのか、留学の動機・⽬的を考え、大学生活のプランや留学の⽬的に一番あう留学を選び
ましょう。
固定観念にとらわれず、幅広い視点から考えることが大切です。自分が学びたい分野の研究が行われて
いるか、授業スタイル、学校規模といった観点からも考えてみましょう。

留学に関する情報収集をする
何から始めたらいいかわからない、という塾生は、まずは各キャンパスの国際担当窓口に立ち寄ってみま
しょう。随時、留学相談に乗っています。また、国際センターのWebサイトでは各種留学体験談・報告書の
他、海外留学のための奨学金も掲載しています。

詳細は、P.019

詳細は、P.018

大学生活はあっという間です。いつか留学しようと思っていても、日々の授業や
サークル活動、アルバイト等に取り組むうちに、留学する時期を逃してしまう
方がたくさんいます。留学をいつ、どのように大学生活に組み込むか、優先
順位を考えながら具体的に計画しましょう。

留学を意識した大学生活のプランを作成する

PLAN

STEP

1

STEP

2 留学を実現するために、留学に関する情報収集を行い基本的なことを習得すること
が必要です。何から始めたらいいかわからない、という塾生は、まずは各キャンパス
の国際担当窓口に立ち寄ってみましょう。随時、塾生の留学相談に乗っています。
また、授業期間中のお昼休みには派遣交換留学に参加した学生（慶應義塾SA）に
よる留学個別相談会を実施しています。毎年、留学フェアも開催されます。
さらに、国際センターのWebサイトでは各種留学体験談・報告書の他、海外留学
のための奨学金、留学説明会に関する情報も掲載しています。

▶▶語学力の向上を⽬的とした留学の場合
留学する国や地域、プログラムの⽬的、授業時間や費⽤などに関する情報を集めて比較
検討し、⾃分の⽬的や条件にあったプログラムを選択することが重要です。

▶▶専門知識の習得を⽬的とした留学の場合
同様に、Webサイト等でしっかり情報を収集し、複数の選択肢を比較検討したうえで、
留学先を選択してください。⽇本でよく知られた⼤学が、⾃分の留学先として最も適して
いるとは限りません。
留学生が履修可能な科⽬、授業のスタイル等を調べ、⾃分の動機や⽬的にかなった留
学先を選ぶことが重要です。派遣交換留学生の留学報告書が国際センターのWebサ
イトに掲載されています。こちらを参考にするのも良いでしょう。また、⼤多数の⼤学
が学業成績および語学能力等の最低基準を設けています。

留学に関する情報収集をする

事前準備からが留学の始まりと思って、
学業や語学に日頃からしっかりと取り組んでください。

詳細は、P.021
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STEP

3 一口に留学といっても、さまざまな留学形態があります。
なぜ留学したいのか、留学経験を将来にどう活かしたいのか等、自分自身に問い
かけて、動機・⽬的を明確化し、自分が実現したいことを深く掘り下げ、留学計画を
作成しましょう。

▶▶留学の動機・⽬的の明確化チェック
まずは、次の5点をチェックしてみてください。留学したい国・地域や留学の形態が、
ここから少しずつ見えてくるはずです。またご家族とも必ず相談しましょう。

留学の動機・⽬的を明確化しながら、留学計画を作成する

Why? なぜ留学？ どんな勉強をしたい？ 何を身につけたい？

　 How? 交換留学？ ダブルディグリー？ 私費留学？ 語学研修？

When? 学部1年時のうちにまずは短期で行く？
学部2年時以降に半年以上の長期留学をねらう？

　 How much? 学費以外の生活費は？ 奨学金はいつ応募する？

　 Where? どの国・地域、大学に留学したい？

▶▶留学計画の作成
⾃分の留学の⽬的に照らし合わせて、どの形態で留学するのか決め、応募方法や必要
な資格等を調べたり、スケジュールを⽴てたりしていきます。留学計画を⽴てる際に
は、いつまでに、どのような準備が必要か、可能な限り具体的に書き出しましょう。
TOEFL iBTやIELTSといった英語の試験は、ほとんどの方が複数回受験します。
通常、留学を決意してから出発までに最低１年〜1年半かかります（短期の語学研修の
場合は3〜6ヵ月程度）。

 留学したい気持ちが本物かどうか確かめる
とにかく留学したい、海外に行きたい、友だちも行くから等、軽く決めたりせずに、落ち着いて前向きに考え
ましょう。また、心身の健康状態やその他個⼈的事情なども良く考えてから決断をしましょう。

 何のために留学をするのか考える
何のために留学するのかを明確にしておくことで、自分にあった留学を選択することができます。

 留学経験を将来にどう活かすかを考える
留学の貴重な経験を将来どのように活かしたいのか、自分は留学でこれを手に入れた等、胸を張っていえる
よう、留学後の⼈生プランも加味して十分計画を練りましょう。

留学を最大限実りあるものとするためにポイント

巻末の「留学プランニングシート」を活用しながら、
留学に向けてしっかりとした準備を行いましょう。

STEP

4

STEP

5

STEP

6

参加したい留学の募集要項を確認し、十分に準備をしましょう。
半年以上の長期留学では、大学の学業成績（GPA等）や語学能力の基準が課される
ことがほとんどです。
英語を使用して長期留学する場合、原則としてTOEFL iBTあるいはIELTSのスコ
アが必須です。英語以外の言語の試験では、年に数回しか実施しないものもあり
ます。早めに受験計画を立て、日々の学習も継続していきましょう。

必要書類一式をしっかり整えて期日までに出願しましょう。
選考方法は、プログラムによりさまざまです。派遣交換留学等、学内選考が実施
されるものもあります。
奨学金に応募予定の方は、その締切期限にも注意して手続きを進めましょう。

選考に通過すると、出発に向けて具体的な準備が始まります。代表的なものと
して、以下があります。
先着順のものや時間がかかるものもあるため、早め早めの行動が大切です。特に
ビザ申請手続きには注意しましょう。

語学学習、試験等の受験をする

プログラムに応募し、選考を受ける

具体的な渡航準備をする

◦学内手続き ◦住居手配（寮、アパート、ホームステイ等）

◦ビザ申請 ◦航空券手配 ◦海外旅行保険加入

APPLICATION
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留学フェア 
毎年、日吉キャンパスにて、留学フェアを開催しています。
留学フェアは、より多くの塾生に留学についての情報を提供することで、留学を身近に感じ、留学の準備
をできるだけ早い時期から始めてもらうことを⽬的としています。詳細は、国際センターのWebサイト
でお知らせします。

「留学」に興味のある方は、ぜひ参加してみましょう。留学を実現するためには、留学形態にかかわらず
事前の情報収集、十分な準備が大切です。

慶應義塾スチューデントアンバサダー（SA）による留学相談会
授業期間中のお昼休みに派遣交換留学経験者である慶應義塾SAが留学相談に乗っています。
留学に興味はあるが何から始めたらいいかわからない方、交換留学の相談に乗ってほしい方、留学に向
けた準備で不安がある方など、どなたでも気軽に相談できます。
2022年度はオンラインで留学相談会を実施しています。事前予約制になりますので、国際センター
Webサイトよりご予約ください。

国際センターWebサイト
各種留学説明会や留学プログラムの募集等の案内や、派遣交換留学の最新情報など、塾生を対象とした
留学に関するさまざまな情報を掲載しています。留学を考えるにあたり、役に立つ情報が多数掲載され
ていますので、まずは一度Webサイトを見てみましょう。

留学に関する情報収集Ⅰ

留学説明会 
留学に関する説明会を授業期間中には随時開催しています。派遣交換留学や各種短期プログラムの説明
会の他、協定校担当者による大学・プログラム紹介が行われることもあります。
説明会の日時は、国際センターのWebサイトでお知らせしますので、定期的に確認してください。
なお、国際センターWebサイトからは、オンライン説明会等の動画等もご確認いただけます。

◦国際センターWebサイト
 https://www.ic.keio.ac.jp/

https://www.ic.keio.ac.jp/keio_student/report/report_f.html

世界各地の協定校へ留学した派遣交換留学生による留学生活の報告です。
留学生活がどのようなものかイメージをつかんだり、志望大学を選択する際等に役立ててください。
なお、派遣交換留学生が個⼈の体験をもとに作成した報告書のため、実際には制度やカリキュラム
などが変更されている可能性があります。最新情報については、各自が確認してください。

◦「留学報告書Ⅰ」 ： 留学開始前の準備や留学生活について留学先到着後2ヵ月以内に作成したもの
◦「留学報告書Ⅱ」 ： 留学を総括して帰国後に作成したもの

留学報告書

▶ 2022年度留学フェア（予定）
〈春学期〉 
◦2022年 6 月14日（火）～17日（金）

〈秋学期〉
◦2022年 9 月 7 日（水）～ 8 日（木）

▶ 協定校パンフレット
日吉コミュニケーション・ラウンジや三田キャンパスのグローバル・ラウンジでは、協定校のパンフレット
等、留学に関する冊子が閲覧可能です。

▶ Webサイト
以下のWebサイトもチェックし、留学準備の参考としてください。

◦独立行政法人 日本学生支援機構（JASSO）海外留学情報ページ　　 https://ryugaku.jasso.go.jp/

国・地域別の留学情報や大学・大学院留学、語学留学、奨学金等留学に役立つ各種情報が掲載されています。

◦留学を希望する大学・機関のWebサイト

https://www.ic.keio.ac.jp/keio_student/interview.html

オンライン説明会、派遣交換留学生のインタビュー、慶應義塾SAによるオンラインイベントなど、
さまざまな動画をご覧いただけます。

留学に関する動画

※ 新型コロナウイルス感染症の流行状況次第で、留学フェアがオンライン化・中止となる場合がありますのであらかじめ
ご了承ください。

◦慶應義塾SAによるオンライン留学相談
https://www.ic.keio.ac.jp/keio_student/consultation.html
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TOEFLは、英語を母国語としない⼈々の英語コミュニケーション能力を測るテストです。

英語圏の⼤学をはじめとする多くの教育機関が、TOEFLテストスコアを英語能力証明の基準と
して利⽤しており、本学の派遣交換留学出願の際にも要求されているテストの1つです。
⽇本で実施されているTOEFLの種類はiBT（Internet Based Test）であり、Reading／
Listening／Speaking／Writingから構成され、結果は各セクションのスコアとトータルスコア

（0～120点）で示されます。
テスト会場に設置されたパソコンを利⽤し、受験します。

IELTS（アイエルツ）は、英国やオーストラリア、カナダ、ニュージーランドのほぼすべての高等
教育機関で、海外留学や研修のための英語能力証明基準として利用されている英語力判定試
験です。

米国でもほとんどの教育機関が英語能力証明基準として利⽤しています。本学の派遣交換
留学出願の際にも要求されているテストの1つです。Reading／Listening／Speaking／
Writingから構成されており、結果は各セクション1（Non User）～9（Expert User）の得点域で
表示される他、総合評価としてOverall Band Scoreが示されます。Reading／Listening／
Writ ingはペーパーもしくはコンピュータベース、Speakingは面接官とのインタビュー
形式です。
留学のために受験する場合は、アカデミック・モジュールを受験してください。

◦ 結果が必要な時期の2～3ヵ月前には受験するように心がけてください。初めての受験では、思うようなス
コアがとれないことも少なくありません。

◦ スコアの有効期限は、受験日から2年です。留学を希望する際に有効期限が切れていないことを確認しま
しょう。

英国の学生ビザ（Tier4 （General））を申請する際に必要とされる英語能力証明として、TOEFL 
iBTの結果は原則として受け付けられません。英国への留学を検討している場合には、所定の英
語能力試験を受験し、必要なスコアを取得してください。

◦UK Home Office “Tier 4 （General） student visa-Knowledge of English” 
　 https://www.gov.uk/tier-4-general-visa/knowledge-of-english

参加する留学プログラムにおいて英国の学生ビザの取得が必要になるか、ビザの取得が必要な
場合にはどのような書類が必要になるか等については必ず各自で確認してください。
ビザの取得要件は、予告なく変更されることがあります。英国政府のWebページ等で最新情報を
随時確認してください。

◦英国政府 “Tier 4 （General） student visa”  
　 https://www.gov.uk/tier-4-general-visa

語学能力試験　

1

2

TOEFL （Test of English as a Foreign Language）

IELTS （International English Language Testing System）

▶ TOEFL試験公式情報
◦ETS（Educational Testing Service） https://www.ets.org/toefl/
◦ETS Japan https://www.etsjapan.jp/

▶ IELTS試験公式情報
複数の団体が実施していますが、いずれもテスト内容は共通です。

◦IELTS 公式Webサイト https://www.ielts.org/

◦公益財団法人 日本英語検定協会 https://www.eiken.or.jp/ielts/

◦一般財団法人 日本スタディ・アブロード・ファンデーション
　 https://www.jsaf-ieltsjapan.com/

◦ブリティッシュ・カウンシル
　 https://www.britishcouncil.jp/exam/ielts-uk-visa-immigration/

◦UK PLUS／バークレーハウス語学センター
　 https://berkeleyhouse.co.jp/ieltstestcentre/

外国語学習Ⅱ

TOEFL・IELTSの留意点

英国に留学する場合の語学能力試験について

STU
D
Y
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留学してみよう！と思ったら

CEFRは主にヨーロッパにおいて広く導入されている、外国語学習者のコミュニケーション能力
を評価する枠組みのことで、外国語を学ぶにあたっての到達⽬標の参考となります。

留学先機関が求める語学能力要件としてTOEFLやIELTSのスコアではなく、「B2」等と定めら
れている場合には、下記の表を参考にするとよいでしょう。

4 Common European Framework of Reference for 
Languages （CEFR） について

UNDERSTANDING SPEAKING WRITING

Listening Reading Spoken Interaction Spoken Production Writing

A1

I can understand familiar 
words and very basic 
phrases concerning myself, 
my family and immediate 
concrete surroundings when 
people speak slowly and 
clearly.

I can understand 
familiar names, 
words and very 
simple sentences, for 
example on notices 
and posters or in 
catalogues.

I can interact in a simple way 
provided the other person is 
prepared to repeat or rephrase 
things at a slower rate of 
speech and help me formulate 
what I'm trying to say. I can ask 
and answer simple questions 
in areas of immediate need or 
on very familiar topics.

I can use simple phrases 
and sentences to 
describe where I live 
and people I know.

I can write a short, simple 
postcard, for example 
sending holiday greetings. I 
can fill in forms with personal 
details, for example entering 
my name, nationality 
and address on a hotel 
registration form.

A2

I can understand phrases 
and the highest frequency 
vocabulary related to 
areas of most immediate 
personal relevance(e.g. very 
basic personal and family 
information, shopping, local 
area, employment). I can 
catch the main point in short, 
clear, simple messages and 
announcements.

I can read very short, 
simple texts. I can find 
specific, predictable 
information in simple 
everyday material such 
as advertisements, 
prospectuses, menus 
and timetables and 
I can understand 
short simple personal 
letters. 

I can communicate in simple 
and routine tasks requiring a 
simple and direct exchange of 
information on familiar topics 
and activities. I can handle 
very short social exchanges, 
even though I can't usually 
understand enough to keep 
the conversation going myself.

I can use a series of 
phrases and sentences 
to describe in simple 
terms my family 
and other people, 
living conditions, my 
educational background 
and my present or most 
recent job.

I can write short, simple 
notes and messages. I can 
write a very simple personal 
letter, for example thanking 
someone for something.

B1

I can understand the main 
points of clear standard 
speech on familiar matters 
regularly encountered in 
work, school, leisure, etc. 
I can understand the main 
point of many radio or TV 
programmes on current 
affairs or topics of personal 
or professional interest when 
the delivery is relatively slow 
and clear.

I can understand texts 
that consist mainly 
of high frequency 
everyday or job-
related language. I 
can understand the 
description of events, 
feelings and wishes in 
personal letters.

I can deal with most situations 
likely to arise whilst travelling 
in an area where the language 
is spoken. I can enter 
unprepared into conversation 
on topics that are familiar, of 
personal interest or pertinent 
to everyday life (e.g. family, 
hobbies, work, travel and 
current events).

I can connect phrases 
in a simple way in order 
to describe experiences 
and events, my dreams, 
hopes and ambitions. I 
can briefly give reasons 
and explanations for 
opinions and plans. I 
can narrate a story or 
relate the plot of a book 
or film and describe my 
reactions.

I can write simple connected 
text on topics which are 
familiar or of personal 
interest. I can write 
personal letters describing 
experiences and impressions. 

B2

I can understand extended 
speech and lectures and 
follow even complex lines 
of argument provided 
the topic is reasonably 
familiar. I can understand 
most TV news and current 
affairs programmes. I can 
understand the majority of 
films in standard dialect.

I can read articles and 
reports concerned 
with contemporary 
problems in which 
the writers adopt 
particular attitudes 
orviewpoints. I 
can understand 
contemporary literary 
prose.

I can interact with a degree of 
fluency and spontaneity that 
makes regular interaction with 
native speakers quite possible. 
I can take an active part in 
discussion in familiar contexts, 
accounting for and sustaining 
my views.

I can present clear, 
detailed descriptions 
on a wide range of 
subjects related to my 
field of interest. I can 
explain a viewpoint on 
a topical issue giving 
the advantages and 
disadvantages of various 
options.

I can write clear, detailed 
text on a wide range of 
subjects related to my 
interests. I can write an 
essay or report, passing on 
information or giving reasons 
in support of or against a 
particular point of view. I 
can write letters highlighting 
the personal significance of 
events and experiences.

C1

I can understand extended 
speech even when it is not 
clearly structured and when 
relationships are only implied 
and not signalled explicitly. 
I can understand television 
programmes and films 
without too much effort.

I can understand 
long and complex 
factual and literary 
texts, appreciating 
distinctions of style. 
I can understand 
specialised articles 
and longer technical 
instructions, even 
when they do not 
relate to my field.

I can express myself fluently 
and spontaneously without 
much obvious searching for 
expressions. I can use language 
flexibly and effectively for social 
and professional purposes. 
I can formulate ideas and 
opinions with precision and 
relate my contribution skilfully 
to those of other speakers.

I can present clear, 
detailed descriptions 
of complex subjects 
integrating sub-themes, 
developing particular 
points and rounding 
off with an appropriate 
conclusion.

I can express myself in 
clear, well-structured text, 
expressing points of view 
at some length. I can write 
about complex subjects in a 
letter, an essay or a report, 
underlining what I consider 
to be the salient issues. I can 
select a style appropriate to 
the reader in mind.

C2

I have no difficulty in 
understanding any kind of 
spoken language, whether 
live or broadcast, even when 
delivered at fast native 
speed, provided. I have some 
time to get familiar with the 
accent.

I can read with ease 
virtually all forms of  
the written language, 
including abstract, 
structurally or 
linguistically complex 
texts such as manuals, 
specialised articles 
and literary works.

I can take part effortlessly in 
any conversation or discussion 
and have a good familiarity 
with idiomatic expressions and 
colloquialisms. I can express 
myself fluently and convey finer 
shades of meaning precisely. 
If I do have a problem I can 
backtrack and restructure 
around the difficulty so 
smoothly that other people are 
hardly aware of it.

I can present a clear, 
smoothly-flowing 
description or argument 
in a style appropriate 
to the context and 
with an effective 
logical structure which 
helps the recipient to 
notice and remember 
significant points.

I can write clear, smoothly-
flowing text in an appropriate 
style. I can write complex 
letters, reports or articles 
which present a case with 
an effective logical structure 
which helps the recipient 
to notice and remember 
significant points. I can write 
summaries and reviews 
of professional or literary 
works.

3 その他語学能力テスト

インドネシア語 インドネシア語技能検定試験
日本インドネシア語検定協会

03-3438-4790  https://www.i-kentei.com/

韓国語

韓国語能力試験（TOPIK）
公益財団法⼈ 韓国教育財団

03-5419-9171  https://www.kref.or.jp

「ハングル」能力検定試験
ハングル能⼒検定協会

03-5858-9101  https://www.hangul.or.jp

韓国語能力評価試験（KLAT） https://www.kets.or.kr/jpn/

中国語

HSK中国語検定
HSK日本実施委員会

03-3268-6601  https://www.hskj.jp/

中国語検定試験
一般財団法⼈ 日本中国語検定協会

03-5846-9751  https://www.chuken.gr.jp/

華語⽂能力測検 国家華語測検推動工作委員会
https://tocfl.edu.tw/

フランス語

DELF／DALF
日本フランス語試験管理センター

06-6358-7391  https://www.delfdalf.jp

実⽤フランス語技能検定試験
公益財団法⼈ フランス語教育振興協会 仏検事務局

03-3230-1603  https://apefdapf.org/

TCF

アンスティチュ・フランセ東京
03-5206-2500  https://www.institutfrancais.jp/tokyo/

※TCFは湘南藤沢キャンパスでも受験が可能です（全塾生対象）。
https://french.sfc.keio.ac.jp/home/

ドイツ語

ゲーテ・インスティトゥート検定試験 ゲーテ・インスティトゥート東京ドイツ文化センター
03-3584-3201
https://www.goethe.de/ins/jp/ja/sta/tok/prf.htmlTestDaf

ドイツ語技能検定試験
公益財団法⼈ ドイツ語学文学振興会 独検事務局

03-3813-0596  https://www.dokken.or.jp

オーストリア政府公認
ドイツ語能力検定試験

ösd関東事務局　
03-3717-2544  https://www.flc.kyushu-u.ac.jp/~de/oesd/

ギリシャ語 ギリシャ語能力検定試験
ギリシャ語能⼒検定試験・日本試験センター

03-6459-2220

イタリア語
CILS

イタリア文化会館　
03-3264-6011  https://www.iictokyo.esteri.it/iic_tokyo/ja/

実⽤イタリア語検定試験
イタリア語検定協会　

03-5428-5630  https://www.iken.gr.jp

ロシア語

ロシア語検定試験
日本対外文化協会　

03-3353-6980  https://taibunkyo.jp/

ロシア語能力検定試験
ロシア語能⼒検定委員会　

03-3425-4011
https://www.tokyorus.ac.jp/kentei/index.html

スペイン語
DELE

インスティトゥト・セルバンテス東京　
03-5210-1800
https://tokio.cervantes.es/jp/dele_diplomas/information_diplomas_spanish.htm/

スペイン語技能検定
公益財団法⼈ 日本スペイン協会 西検事務局

03-3353-0428  https://www.casa-esp.com/
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留学してみよう！と思ったら

留学で必要な費⽤は留学する国・地域や留学期間、参加プログラムにより⼤きく異なりますが、
一般的に学費を除いた生活費として、1学年間で150万円～250万円程度かかるといわれてい
ます。
留学には主に以下の費⽤がかかります。事前に保証⼈の方と⼗分に相談し、準備を進めましょう。

学費・
参加費

交換 ◦ 派遣交換留学の場合は、慶應義塾⼤学に学費を納めます。事前に語学研修等
を受講する場合は、別途費⽤がかかることがあります。

私費
◦私費留学の場合は、留学先⼤学の学費を含むプログラム参加費⽤がかかります。
◦慶應義塾⼤学の学費は減免されることがあります。
　 詳細は、P.048

教材費 教科書購⼊代、コピー代 等

滞在費・食費
◦学生寮、アパート、ホームステイ等。派遣交換留学では学生寮が主流ですが、
一部⼤学では、学生寮に⼊れない場合もあります。

◦寮費に⾷費が含まれることもあります。

通信費・交通費等 ◦携帯電話契約等の通信費
◦現地での交通費、休暇中の旅行代金 等

渡航費（フライト代） 直行便・経由便、時期、距離により異なります。

海外旅行保険料

◦海外での緊急事故や重病や重症等の不測の事態に遭遇した場合、⽇本とは比
較にならない⾼額の医療費や救援費⽤等がかかることがあります。万が一の
事故や病気に備え、留学中のすべての活動を適⽤範囲とする海外旅行保険に
必ず加⼊してください。

◦派遣交換留学生は、本学指定の海外旅行保険および海外危機管理サポートへ
の加⼊が必須です。

　 詳細は、P.070、P.074 「海外旅行保険ならびに海外危機管理サポートについて」

諸手続き費用 語学能力試験受験費、パスポート申請費、ビザ申請費、予防接種代、海外送金⼿
数料 等

1 留学にかかる費用

留学のための費用Ⅲ

米国の大学学部入学希望者対象
「Reasoning Test」と「Subject Tests」があります。
「Reasoning Test」の英語問題は、TOEFLより数段難しくなっています。

米国やカナダの大学院入学希望対象
「General Test」と「Subject Test」があります。
「General Test」は必須であり、Verbal・Quantitative（Math）・AnalyticalWritingの
３つのセクションに分かれています。
「Subject Test」は、学校から指定された科⽬の試験になります。
「Reasoning Test」と「Subject Tests」があります。

米国やカナダのビジネススクール入学希望対象
ビジネススクール⼊学後に、授業についていけるだけの能力があるかを測るテストです。
「Verbal（英語）」「Quantitative（数学）」「AWA（ライティング）」「Integrated Reasoning」
の4セクションから構成されており、コンピューター上での受験となります。
論理的思考能力を試される試験ともいわれ、特にVerbalセクションでの⾼得点確保は困難と
いわれています。

米国やカナダのLaw School（J.D.プログラム）入学希望対象
法学部以外の学部を卒業した⼈が、Law School（法学専攻の⼤学院）出願の際に課せられる
適性テストです。

学力テスト　
米国やカナダの大学・大学院の学位課程に入学を希望する場合、以下の学力テストスコアの提出が求め
られることがあります。 

1

2

3

4

SAT （Scholastic Assessment Test）

GRE （General Record Examination） 

GMAT （Graduate Management Admission Test） 

LSAT （Law School Admission Test） 
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留学してみよう！と思ったら

留学のための奨学金は、募集が年に1回しかないものや留学の出発時期の1年前に募集をかける
ものなど、期間や対象者が限定されているものが多いので、早くから情報を集めることが⼤切です。

「給付型」の奨学金は、返済義務のない奨学金、「貸与型」の奨学金は返済義務のある奨学金
です。ここで紹介しているものやそれ以外の留学を支援する奨学金はほとんどが「給付型」で、
ルール通りに留学を全うすれば返す必要のない奨学金です。
奨学金を⽀給された場合は、⽀給元のルールや締切を厳守し、失礼のないよう⼼がけてください。

1  慶應義塾大学交換留学生（派遣）奨学金 給付型

対象 国際センターが募集・選考を行う派遣交換留学生

支給金額 留学⽀援金として50万円を出発前に給付

採用人数 年間30名程度

2  日本学生支援機構（JASSO）海外留学支援制度（協定派遣） 給付型

対象 国際センターが募集・選考を行う派遣交換留学生

支給金額 留学地域に応じて⽉額6万円～10万円を給付

採用人数 2022年度派遣生90名程度採⽤予定

備考 上記以外の留学プログラムのうち、本奨学金の⽀給対象となるプログラムについて
は主催学部・研究科等より詳細が案内される予定です。

3  日本学生支援機構（JASSO）海外留学支援制度（協定派遣：慶應・延世・香港 東アジアリーダーシッププログラム） 給付型

対象 慶應・延世・香港　東アジアリーダーシッププログラム参加者で、本奨学金の受給　　
資格を満たす塾生

支給金額 ⽉額7万円×6ヵ⽉分を給付

採用人数 2022年度派遣生数名採⽤予定

備考 奨学金⽀給期間は延世⼤学および香港⼤学への派遣期間である6ヵ⽉間

4  TOMODACHI 住友商事奨学金プログラム 給付型

対象 国際センターが募集・選考を行う派遣交換留学生（学部生）で、米国の協定校に留学
する塾生

支給金額 180万円を給付

採用人数 2022年度派遣生１名程度採⽤予定

5  佐藤陽国際奨学財団派遣留学奨学生 給付型

対象 国際センターが募集・選考を行う派遣交換留学生で、東南アジア地域の協定校に
留学する塾生

支給金額 留学⽀援金として最⼤50万円に加え、⽉額8万円（シンガポールに留学する場合は
12万円）を給付

6  百賢アジア研究院（BXAI）アジア次世代指導者奨学金プログラム 給付型

対象 国際センターが募集・選考を行う派遣交換留学生で、中国のBXAI加盟⼤学へ留学
する塾生

支給金額 US$12,500に加え、留学後に参加するBXAI Summer Programに関わる費⽤を給付

採用人数 2022年度派遣生5名採⽤予定

備考 留学後に実施されるBXAI Summer Programへの参加が必須

7  日本学生支援機構（JASSO）第二種奨学金（短期留学） 貸与型

対象
在学中に海外の⼤学または⼤学院へ3ヵ⽉以上1年以内の短期留学（ただし、学位取
得のために1年以上の期間を必要とし、慶應義塾⼤学でその学位を認める〈ダブル
ディグリー等〉場合では2年以内の留学であること）をする塾生

備考
短期留学をする前にあらかじめ申請を行う「予約制度」

https://www.jasso.go.jp/shogakukin/about/kaigai/2shu_short/

8  指定寄付奨学金（118年三田会記念大学奨学金「海外留学支援」） 給付型

対象 慶應義塾⼤学において「留学」の認定を受け、かつ留学先⼤学から⼊学許可を受けて
いる塾生（学部生のみ）。2023年3⽉までに出発する塾生が対象

支給金額 年額10万円を給付

採用人数 年間若干名

 9  慶應義塾創立150年記念奨学金（海外学習支援） 給付型

対象
勉学の意欲を持ちながらも、経済的理由によりグローバルな学習活動（例：短期留学、
語学研修等）に参加することが困難な塾生（学部生のみ）
※派遣交換留学生は対象外。

支給金額 参加プログラム・渡航先の国や地域に応じて10万円、20万円、30万円を給付

採用人数 2022年度採⽤⼈数は60名程度（国際センター主催の短期海外研修プログラムも
含む）

10  イタリア文化会館／イタリア政府奨学金 給付型

対象 イタリア⽂化会館と慶應義塾⼤学の協定に基づき本学から候補者を推薦するもので、
イタリアの国⽴⼤学・美術学院、音楽院、研究所等に留学する⼤学院生

備考
https://www.ic.keio.ac.jp/keio_student/scholarship/italia.html

※イタリア政府の事情等により募集が行われない年があります。

2 留学のための奨学金

１年以内の留学を対象とする奨学金
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11  留学先大学・国等が募集する奨学金

◦ 派遣交換留学生に留学先⼤学や国から奨学金が付与されたり、応募可能な奨学金がある場合は、
国際センターWebサイト掲載の協定校別募集要項

 https://www.ic.keio.ac.jp/keio_student/exchange/ex_partners.html 
の奨学金の欄に記載があります。

◦ その他、外国政府等が募集する奨学金については、下記Webページをご覧ください。
https://ryugaku.jasso.go.jp/scholarship/scholarship_foreign/
https://ryugaku.jasso.go.jp/scholarship/scholarship_foreign_ongoing/

12  その他の奨学金

「経団連グローバル⼈材育成スカラーシップ」「公益財団法⼈業務スーパージャパンドリーム財団海外
留学⽀援」「公益財団法⼈阪和育英会」「埼玉発世界行き奨学生」等

◦その他、民間団体等が募集の奨学金については、下記Webページをご覧ください。
https://www.ic.keio.ac.jp/keio_student/scholarship/

13  日本学生支援機構（JASSO）海外留学支援制度（大学院学位取得型） 給付型

対象 修⼠または博⼠の学位取得を⽬指し、海外の⼤学院に留学する塾生等

備考 https://www.jasso.go.jp/ryugaku/study_a/scholarship/daigakuin/

14  日本学生支援機構（JASSO）第二種奨学金（海外） 貸与型

対象 学位の取得を⽬的として海外の⼤学・⼤学院へ進学を希望する塾生

備考
進学する前に申し込む「予約採⽤」と進学後（在学中）に申し込む「在学採⽤」の2種類

https://www.jasso.go.jp/shogakukin/about/kaigai/2shu_kaigai/

15  Keio University Global Fellowship 給付型

対象 海外の⼤学院における学位取得のための私費留学を開始する塾生
※本学の交換協定に基づく留学は除く。

備考 https://www.keio.ac.jp/ja/news/2020/1/7/27-66491/

16  その他の奨学金

1年を超える⻑期留学等を対象とする奨学金については、下記Webページをご覧ください。「経団連
国際教育交流財団⽇本⼈⼤学院生奨学金」「⽇本／世界銀行共同⼤学院奨学金プログラム」等、各種
奨学金がありますので、応募要件を各⾃確認してください。

１年を超える長期留学、学位取得のための留学等を対象とする奨学金

前記のWebサイトの他に、日本学生支援機構（JASSO）のWebサイトにも奨学金情報が網羅されている
「海外留学奨学金パンフレット」が掲載されています。資料をダウンロードすることも可能です。

奨学金についての情報ポイント

◦海外留学のための奨学金 https://ryugaku.jasso.go.jp/scholarship/

◦海外留学奨学金パンフレット https://ryugaku.jasso.go.jp/publication/

学生部国際交流支援グループ　
https://www.ic.keio.ac.jp/keio_student/scholarship/

学生部福利厚生支援グループ　
https://www.students.keio.ac.jp/com/scholarships/intl/study-abroad.html

※ 各奨学金の詳細については、学生総合センター発行の「慶應義塾⼤学 奨学金案内」
および塾生サイトの「奨学金公募情報一覧」を確認してください。

塾長室　
 kikaku-prj@adst.keio.ac.jp

学生部福利厚生支援グループ　
https://www.ic.keio.ac.jp/keio_student/scholarship/degree.html

1 2 3 4 5 6

7 8 9 14

13

15

奨学金により、⼤学を介して応募するもの、塾生本⼈が⽀援団体に直接応募するもの等が
あります。前記のWebページを確認し、適切な部署あるいは⽀援団体にお問い合わせくだ
さい。
※ 協定校が本学からの派遣交換留学生へ奨学金を付与する場合等は、当該⼤学への派遣

留学候補生となった塾生へ学生部国際交流⽀援グループから直接案内します。

11 12 16

申し込み・問い合わせ先

◦民間団体等募集奨学金
https://www.ic.keio.ac.jp/keio_student/scholarship/

◦外国政府等募集奨学金
https://ryugaku.jasso.go.jp/scholarship/scholarship_foreign/
https://ryugaku.jasso.go.jp/scholarship/scholarship_foreign_ongoing/

10
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個⼈の事情（特に帰国の時期）によって異なりますが、以下は2022年度（2023年3月卒）の就職活動の
大まかな流れ（見込み）ですので、参考にしてください。

2023年度卒業・修了予定者の就職活動についても、2022年度と同様のスケジュールで行われる予定
です。就職活動のスケジュールを中心とした議論を行っている「就職・採用活動日程に関する関係省庁
連絡会議」は、「2023年度卒業・修了予定者の就職・採用活動日程に関する考え方」において、企業による
採用広報（採用説明会等）の開始を「3年生の3月1日以降」、採用選考（面接等）の開始を「4年生の6月
1日以降」と取りまとめ、その遵守を経済界に要請しました。

一部報道では、これまで就職活動のスケジュールに関するルールを策定していた経団連が2018年に
策定の主体ではなくなったことを受け、「スケジュールに関するルールは撤廃された」「採用はすべて
通年で行われる」といった、誤った印象を与えかねない内容のものが見受けられますが、ルールの内容に
大きな変化はありませんので、注意してください。

留学から帰国する時期は5月～7月がピークとなるため、現行の採用日程における中心時期と高確率で
重なる可能性があります。そのため、一般学生とは異なる就職活動の進め方が必要になるかもしれま
せん。帰国後に初めて就職活動をスタートしようとすると、国内学生との情報量や進捗に差が出てくる
ことは否めません。出発前から余裕をもって、積極的に情報収集することをおすすめします。

ただし、企業の採用活動（面接の時期等）は不透明なところもあり、すべての企業が上記スケジュール
のとおり採用活動を行うわけではないため、各自の志望にあわせた情報収集が必要です。

また、新型コロナウイルス感染症の流行状況によっても、上記スケジュールが変更される可能性もあり
ますので、十分注意してください。

留学した場合の就職活動Ⅳ

 就職活動のスケジュールは、2022年度も現行どおりの予定

 出発前から余裕をもって積極的に情報収集

 帰国した年度内であっても採用選考に間に合う企業や帰国学生向けのイベントもある

 不明なことや、困ったことがある場合は、各キャンパスの就職担当窓口へ

留学した場合の就職活動ポイント

各就職情報会社への登録は、Web上で申し込みを受け付けています。
⼤⼿就職情報会社の一部が、海外で留学生を対象とした採⽤イベントを開催しています。
米国やヨーロッパの一部の都市（ボストン、ロンドンなど）においては、各企業の採⽤担当者を
交えてのジョブ・フェアも行われています。

1 就職情報会社の活用

⽇本企業の海外⽀社勤務の方、現地企業に勤務されている方など、塾員の方に仕事や企業に
ついてお話を伺えることもあるかもしれません。各地域三田会の連絡先を出発前に調べて行く
ことをおすすめします。

多くの企業がWebサイト上に採⽤情報を公開しており、また、資料請求などは就職情報会社
のWebサイトを通して行う企業がほとんどなので、資料請求や企業研究などをする場合には、
インターネットを有効活⽤しましょう。
志望する企業がある程度絞れたら、留学先からもしくは出発前でも早めに採⽤試験受験の意志
を示し、帰国予定時期等を連絡して指示を受けましょう。

2

3

海外の地域三田会の訪問

企業へのアプローチの仕方

◦連合三田会Webサイト https://www.rengomitakai.com

※ 三田会は卒業生の方々の交流を⽬的とする組織であり、在学生の就職⽀援は本来の活動内容ではありま
せん。連絡をする場合は、失礼のないよう⼗分に注意してください。

※ 海外に駐在がある企業の業種は限られているため、⾃身の志望する業界の方に行き当たらない可能性もあ
る点に留意しておきましょう。

※留学帰国年度の翌年度に卒業する場合は、一般学生の就職活動と同様になります。
※上記のスケジュールは2022年度学部4年生のおおよその就職活動スケジュールです。あくまで見込み（特に面接

など実質的な選考活動）ですので、注意してください。

（2022年4⽉時点）

あくまで一般的なモデルですので、留学先・留学時期・9⽉卒業の可否、就職希望業界や希望職
種など、個⼈の事情にあわせて活動を行ってください。また、採⽤活動の状況や雇⽤情勢の変
化などにより、企業の採⽤スケジュールに変更が生じる場合がありますので注意してください。

3年生 4年生 就職
9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4

派
遣
交
換
留
学
生

一
般
学
生

留学（海外）

❶留学中に情報収集（＊） ❷帰国後に日本で就職活動

帰国・夏休み

卒
業

卒
業

就
職

就
職

秋学期（日本）

（＊） 留学先によって時期や内容
が異なるので注意

就職情報会社登録・情報収集

エントリー（応募）
以降でも求⼈あり

企業説明会

面接・内定

情報収集

就職情報会社登録・情報収集

エントリー（応募）

企業説明会
以降でも求⼈あり

面接・内定

情報収集

就職活動の流れ 
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2017～2020年度　派遣交換留学生　卒業後進路一覧

就職先 人数
ＰｗＣコンサルティング合同会社 20
アクセンチュア株式会社 10
三井物産株式会社 8
株式会社三菱ＵＦＪ銀行 8
デロイトトーマツコンサルティング合同会社 7
⽇本アイ・ビー・エム株式会社 7
株式会社⽇⽴製作所 7
丸紅株式会社 7
ＥＹストラテジー・アンド・コンサルティング株式会社 6
住友商事株式会社 6
株式会社みずほ銀行 6
株式会社三井住友銀行 6
株式会社エヌ・ティ・ティ・データ 5
外務省 5
シティグループ証券株式会社 5
ソニー株式会社 5
三菱商事株式会社 5
Ｐ＆Ｇジャパン合同会社 4
アマゾンジャパン合同会社 4
グーグル合同会社 4
全⽇本空輸株式会社 4
ソフトバンク株式会社 4
⽇本放送協会 4
⽇本航空株式会社 4
⽇本マイクロソフト株式会社 4
野村證券株式会社 4
株式会社野村総合研究所 4
株式会社博報堂 4
株式会社ファーストリテイリング 4
富⼠フイルム株式会社 4
ＫＰＭＧ税理⼠法⼈ 3
ＰｗＣあらた有限責任監査法⼈ 3
アビームコンサルティング株式会社 3
クレディ・スイス証券株式会社 3
独⽴行政法⼈⽇本貿易振興機構 3
⽇本ロレアル株式会社 3
ブルームバーグ・エル・ピー 3
プロクター・アンド・ギャンブル・ジャパン株式会社 3

進路形態 人数
就職 451
⼤学院進学 70
専門学校・外国の学校等への進学 22
その他 40
進路届未提出 17

総計 600

就職先 人数
防衛省 3
みずほ証券株式会社 3
三井化学株式会社 3
三井住友信託銀行株式会社 3
三菱重工業株式会社 3
有限責任監査法⼈トーマツ 3
楽天株式会社 3
その他の就職先
Ａ．Ｔ．カーニー株式会社
ＢｏｆＡ証券株式会社
ＧＣＡ株式会社
Ｉｎｄｅｅｄ Ｊａｐａｎ株式会社
ＪＰモルガン証券株式会社
株式会社ＫＰＭＧ ＦＡＳ
ＫＰＭＧコンサルティング株式会社
ＵＢＳアセット・マネジメント株式会社
ＵＢＳ証券株式会社
アーサー・ディ・リトル・ジャパン株式会社
アクサ生命保険株式会社
伊藤忠商事株式会社
花王株式会社
慶應義塾
ゴールドマン・サックス証券株式会社
国土交通省
信越化学工業株式会社
住友電気工業株式会社
株式会社セールスフォース・ドットコム
株式会社テレビ朝⽇
デロイトトーマツファイナンシャルアドバイザリー合同会社
株式会社電通
株式会社電通グループ
東京瓦斯株式会社
トヨタ⾃動車株式会社
内閣府
⽇本オラクル株式会社
⽇本銀行
株式会社みずほフィナンシャルグループ
三井不動産株式会社
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社
メリルリンチ⽇本証券株式会社
株式会社読売新聞東京本社　等
国外就職 4

※ 2017～2020年度派遣交換留学生のうち、2018～2020年度
に卒業・修了した者を集計対象としている。  

※ 各年度4⽉30⽇現在の本⼈からの届け出による。
※ 各年度の集計時点における社名を採⽤しているため、実質は

同一企業だが異なる社名で掲載されていることがある。  
※ 就職は進学就職（進学と就職のどちらにも当てはまる場合）を

含む。
※ 慶應義塾⼤学卒業生全体の進路状況については、下記のWeb

サイトにて確認できます。

派遣交換留学生　就職活動記

留学も就職も悔いのない選択を

阪本 都 法学部 政治学科
（派遣時3年 2021年9月卒業）

ルームメイトに加え、▶
隣の部屋に住む友⼈たちでディナー　

留学期間 2019年8月〜2020年5月

派遣先大学 ボストン大学（米国）
遡及進級の有無
およびその理由

遡及進級を　　した　　しなかった
当時は4年での大学卒業・21卒としての就職を考えていたためです。
しかし最終的には卒業を半年遅らせ、22卒としての就職となりました。

三井物産株式会社就職先

https://www.students.keio.ac.jp/com/career/service/date.html

いつ就職活動を始めましたか
留学中に就職活動をしましたか

留学前である2年生の冬からインターンシップなどに応募していました。留学中は21卒としてボス
トンキャリアフォーラムに精力的に参加していました。

内定はいつ頃もらいましたか 最初にいただいたのは21卒としての内定で、3年生の9⽉という渡航して間もない時でした。
最終的に就職先として選んだ企業の内定は、22卒として2021年6⽉にいただいたものです。

留学がもたらした
就職活動への良い影響を
教えてください

留学中は学業と課外活動（ダンス）両方において、⾃身のコンフォートゾーンを抜け出して悔しい
思いをしながらも泥臭く頑張り、結果を残す経験をしました。それらの経験を企業に伝えるなかで、
臆することなくさまざまなことに挑戦する⾃身のパーソナリティを認めていただけたように思います。
また苦労を乗り越えた⾃負から、⾃身の面構えやオーラが留学前後で⼤きく変わったのではないか
と思います。

留学が就職に不利に働いたと
思った点はありますか。またそれ
をどのように克服しましたか

当時はコロナ前だったため、選考の過程において、⽇本でのテスト受検や対面面接を必須とする
企業が多く、スケジュールの交渉に苦労しました。また、留学中は学業で忙しいため、企業研究の
時間をとることやボストンキャリアフォーラムで内定を獲得することは決して簡単なことではあり
ませんでした。内定獲得後も情報収集しながら⾃身が就職すべき企業を比較検討し、最終判断を
下すことも難しいと感じました。私はボストンキャリアフォーラムで当時の志望企業から内定を
いただいたものの、あくまで留学中に選考を受けられる業界・企業（主に外資系）のみから進路を
選ぼうとしていたことや、学業と並行して片⼿間に行っていた⾃身の就職活動スタイルそのものに
違和感を抱き、帰国後は留学中に受けられなかった企業（主に⽇系）を中⼼に、完全燃焼、悔いの
ない選択を⽬指して就職活動を続けました。

私はかつて、留学すると就職活動に集中できなくなるのではないかという懸念から、3年生からの留学をためらっていました。しかし
留学の機会を社会⼈になってから⼿にすることは非常に難しいです。もしも留学に少しでも憧れがあるのなら「あのとき踏みとどまって
しまった」という悔いが残らないよう、ぜひチャレンジしていただきたいです。同時に、新卒としての就職活動も一生に一度です。留学
との両⽴は難しく、私のように最終的には遠回りをする可能性もあるかと思いますが、新卒というどんな進路にもチャレンジできる
貴重な機会をフル活⽤して、「⾃分にはこの道だ」と腹落ちする結果が出せるまで完全燃焼してください。ちなみに留学と就職活動を
理由に卒業を延⻑することについては非常に寛容な世の中になっていると感じます。あまり気にし過ぎず、⾃分が絶対に後悔しないと
確信できる選択をするのが得策です。

後輩へのアドバイス

留学に行った先輩たちに忠告されていたことでしたが、思えば⾃分の留学生活というのは
決して華やかではなく、そこにいるだけで劇的に⾃分が変わっていく、というものでもあり
ませんでした。留学生活とは、本気で向き合えば向き合うほど泥臭い毎⽇になります。私の
場合、学業においては憧れの教授の研究室に、⾃身が熱を注いできたダンスにおいてはプロの
集まる本場のコミュニティに、燃え上がる挑戦意欲と共に⾶び込むものの、いざたどり着いて
みれば⾃分の場違い感や劣等感に向き合わなければならず、それでもへこたれることなく
⾷らいついて進む…そんな⽇々でした。渡航してしばらくは体力面と精神面双方において
辛かったです。しかしそんな毎⽇を通じて忍耐強くなり、何よりも⾃分以上に頑張っている
周囲の仲間たちと深い絆を築くことができました。このことは、苦しさや悔しさに勝る幸福感、
充実感をもたらしてくれたと思います。また、これまで続けてきたダンスの本場に思い切って
足を踏み⼊れたことで、⽇本で⼤学生として生活しているだけではきっと交わることのない
だろう⼈々と出会いました。各々異なる⼈種や性別といったバックグラウンドを持ち、さまざま
な苦労を味わい、それを芸術の力で克服してきた⼈々が集う、創造力にあふれる情熱的な
空間でした。上記のような留学生活は⾃身の就活軸に⼤きく影響を与えたと思います。苦しくも
刺激的な⽇々、多様な才能を持つ⼈々との出会いを経て、将来こんな経験を、ビジネスを
通じて責任のある⽴場でできたらどんなに面白いだろうかと、⾃然に考えるようになりました。
⾃分にはないものを持つ優秀で刺激的な⼈々と仕事ができる環境かどうか、海外駐在に若⼿
のうちから行くことができるかどうかは、私にとって重要な就活軸になりました。

▲ ボ ストンからバ スで 5 時 間 ほど、
ニューヨークでのダンスレッスンに
足繁く通っていました。

▲同じ寮に住む仲間とは、共有スペース
でよく遊んでいました。
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留学してみよう！と思ったら

派遣交換留学生　大学院進学体験記

違いを追求せよ

遠藤 渓太 経済学部 経済（PEARL）学科
（派遣時3年 2021年9月卒業）

寮のディナー会▶

留学期間 2019年8月〜2020年3月

派遣先大学 ESADE ビジネススクール（スペイン）

P&G Japan就職先

いつ就職活動を始めましたか
留学中に就職活動をしましたか

留学中に就職活動はしていませんでした。理由は留学での学びを最⼤化させるためです。帰国後、
ボストンキャリアフォーラム2020（9⽉頃）の開催に合わせて本格的に就職活動を始めました。

内定はいつ頃もらいましたか 2020年12⽉

留学がもたらした
就職活動への良い影響を
教えてください

①物に関する価値観の差分に触れたこと
私は西洋の友⼈とある商品の話をしていました。すると⽇本⼈がその商品に求める価値と西洋の
方々が求める価値（購買理由）が全く異なっていることに気がつきました。こういった経験は留学
中にたくさん直面します。⽂化がその土地の⼈の思考回路に与える影響、ビジネス風に表現すると

「⽂化が消費者行動に与える影響」に興味を抱くきっかけを与えてくれたのがこの留学でした。
実際に今の職場ではこの分野の仕事を追求しています。そのため、留学は⾃分が将来どういった
ことを追求したいかを明確にさせるきっかけになるかもしれません。

②現在進行形で⼤企業にて働くゲストスピーカーのお話を聞けたこと
上記の内容に加えて、もう一点⾃分の就職活動に良い影響を与えた経験がこのゲストスピーカーと
の交流でした。NikeやNestleなどの⼤企業から商品開発部隊やマーケティング部隊の方々が実際
に直面した挑戦や具体的な業務内容を共有してくれます。この経験は、⾃分が希望していた抽象的な
業務内容を完全に具体化するきっかけとなりました。〇〇をしたい→〇〇を追求できるのは〇〇部隊
だ→なので〇〇部隊が整っている〇〇企業に⼊ろうという流れを描けるようになると思います。

留学が就職に不利に働いたと
思った点はありますか。またそれ
をどのように克服しましたか

①就職活動の情報が制限されること
⽇本の⼤学生と物理的に距離が離れるため、就職活動に関する事情（いつ始めるべきか／どのように
するべきか等）に全く触れることができませんでした。幸いにも共にESADE ビジネススクールに
留学した⽇本⼈の友⼈が就職活動に対して熟知していたため助かりましたが、そうでもない限り
接点は非常に限られます。解決策としては、常に就職活動に関する情報を⾃ら更新し続けることで
しょう。一番良い⼿段はこの事情に詳しい友⼈とコミュニケーションをとることです。

②インターンシップ経験が制限されること
一般的に⼤学生がインターンシップを始める時期は３年生かと思われます。私はちょうどその時期
に留学が始まったため、他の⼤学生と比較してもインターン経験が非常に少なかったです。なぜ
インターンの経験を積むことが良いかと言いますと、インターンでの成果等を就職活動にて共有
することは⾃分の実力の証明につながるからです。いわゆる「学生時代に力を⼊れたこと」等で活⽤
することができます。インターン経験の制限に対する解決策としましては、❶⼤学1～2年生で経験
しておく。❷留学終了後直ちに経験する。ちなみに私は後者の方でした。

環境を選び、その環境に身を任せる

千葉 竜弥 理工学部 化学科
（派遣時3年 2020年3月卒業）

留学期間 2018年8月〜2019年5月

派遣先大学 ライス大学（米国）

ジョンズ・ホプキンス大学 化学科博士課程進学先

いつ大学院受験に向けて準備
を始めましたか？ 留学中には
どのような準備をしましたか。

学部3年の冬休みから準備を始めました。交換留学中にしたことは、情報収集、出願先の研究室を
絞る、推薦状を書いてもらうための教授との関係づくり、研究経験を得る、GRE Subjectの受験、
GRE Generalの勉強です。

大学院への進学を
決意するにあたって、
留学がもたらした
良い影響を
教えてください。

アメリカの⼤学院へ進学するという発想⾃体、交換留学していなければ持っていなかったものです。
現地の⼤学院生と接するうちに、⾃然とこちらの⼤学院を選択肢の一つとして考えるようになって
いきました。進学に当たって、交換留学がもたらしたメリットは主に以下の3つです。
①研究室に所属することで現地の⼤学院生の様子を知れたこと。情報を得やすい
②授業にはついていけるという感覚を持てたこと
③アメリカの⼤学院を狙える⽴場にいると感じられたこと
3つ⽬は、内面的な変化だけでなく、出願先の教授からの客観的な印象が良くなります。国によって
基準が違うため、アメリカの⼤学で問題なく成績がとれていて、かつ現地の教授から具体的な内容の
推薦状があると、外国⼈を採⽤する際の不安要素が減り選考で有利になると聞きます。

留学が大学院受験に
不利に働いたと
思った点はありますか。
またそれを
どのように
克服しましたか。
どのように
両⽴をしましたか。

アメリカの⼤学院を受験するに当たっては、基本的に交換留学は有利に働くと思います。ただし、⽇本
の研究室決めの時期に⽇本にいないため（理工学部は学部4年生から研究室配属）、研究室訪問は
渡航前に個⼈的に済ませておきました。受験には⽇本の指導教員の協力が不可欠です。希望する
分野に近く、海外⼤学院進学に協力的で、かつ現地の形式で強い推薦状を書ける教員の研究室に
⼊ると受験がやりやすくなると思います。⽇本の指導教員の協力が得られず苦労した話はいくつか
聞くため、教員がその国の⼤学(院)についてどう思っているか事前に確認や相談ができると確実度
が増すかもしれません。
また、志望理由書（SOP）では研究のエピソードをベースに話を発展させるのが定石ですが、⽇本の
研究室に配属されるのは帰国してからになるため、⽇本での研究経験は同級生より2～3ヵ⽉短く
なりました。ただし、留学先で研究室に所属したためむしろ書けるエピソードは増えました。学部生を
受け⼊れていない研究室もあるため、留学先で所属したい研究室がある場合は、渡航前からその
教員にコンタクトしておくと良いと思います。

研究室の集合写真▶

どんなに見苦しくても、帰国すれば現地でのあなたの様子を知っている⼈は誰もいません。⼈間関係をリセットできることが確定して
いて、いくらでも恥をかける貴重な機会ですので、やりたいことは失敗を恐れずに挑戦してみてください。

後輩へのアドバイス

違いを追求してください！留学中は毎⽇必ず⽇本とは異なる何かに直面します。特に⼈々の思考回路の差分は最も興味深いです。
ここでその違いを1回⽴ち止まって深掘りしてみてください。差分の根源を知ることは、留学での学びを確実に最⼤化させます。

後輩へのアドバイス

留学生活では、⽇本の⽇常にはない刺激をたくさん経験することができます。毎⽇何か新しい発見がある⽇常ほど魅力的なことは
ありません。もちろん留学⾃体は挑戦だらけで、中には挫けそうになる方も出てくるかもしれません。しかし、その瞬間⾃分が最も
成⻑している時だと感じてほしいです。
⾃分以外の留学生は本当にいろいろな国から来ており、学びの多い毎⽇を送っていたことをよく覚えています。一生懸命勉強した
私の壊滅的なスペイン語も、現地の方々は温かく聞いてくれて本当に過ごしやすかったです。
ヨーロッパに留学する最も⼤きな利点は旅行のしやすさです。物理的・金銭的
な面で容易にさまざまな国へ行き、たくさんの異なる⽂化に触れられること
は素晴らしい経験でした。苦労したことは、⽇本で平和ボケしていたことが
原因でトラブルに比較的多く巻き込まれたことです。例えば携帯を盗られ
たり、ネックレスを盗られたり、金銭を強要されたりなどなどです。故に決して
平和ボケした状態で国外に行かないことをお勧めします。
留学によって得たものは、間違いなく友⼈でしょう。私の場合、生徒寮に約1年
間住んでいたため、非常に深い友⼈関係を構築することができました。1年間
毎⽇共に過ごした友⼈なので本当に私にとっては第2の家族です。ぜひ、留学
先での出会いを⼤切にしてかけがえのない友⼈を作ってください！ ▲友⼈とモロッコ旅行 ▲友⼈とモロッコ旅行

派遣交換留学生　就職活動記

遡及進級の有無
およびその理由

遡及進級を　　した　　しなかった

卒業を遅らせる理由がなかったため

交換留学中に知ったこととしては、理工系は特に、勉強している内容⾃体は⽇本とほとんど
変わらないということです。言葉の壁は⼤きかったですが、逆に言えば勉強/研究に当たって
の障壁は言葉の違いしかありません。そして、交換留学も終わりに近づくと、まだ不⾃由は
あるものの初⽇と比べれば見違えるほど体が英語に慣れています。⽇本で成績がとれていれば
専門分野では⼗分に戦えるとわかったことが、アメリカの⼤学院進学を考え始めた第一段階
でした。
授業や生活のスタイルは⽇本と異なる部分もありますが、約1年の滞在中に⾃分が適応して
いく過程を実感できました。特に前半はわからないことだらけで精神的な浮き沈みが激しく、
限られた時間を有効に使えているのか悩むことも多かったのですが、後半には⾃分のスタイル
が確⽴し、ある程度⾃由に動き回れるようになっていきました。そこから得たものは、新しい
環境に⾶び込んでも一年足らずである程度適応できるという⾃信と、それを前提に年単位で
気⻑に構える姿勢です。
進路選択に⼤きく影響を与えたもう一つの要素は環境です。論⽂でよく見る有名⼤学の教授
たちの講演が頻繁に開かれ、しかも研究室の先輩や専門科⽬のクラスメイトは当然アメリカ
の⼤学院生です。これらを通して現地の院生と積極的にかかわるうちに、アメリカの⼤学院への
進学が⾃然な選択肢の一つとなっていました。⼈は周囲の環境から⼤きく影響を受けていま
すが、その環境は⾃分で選べるという一つの例だと思います。

▲研究室でのfarewell party

▲キャンパス風景

遡及進級の有無
およびその理由

遡及進級を　　した　　しなかった

卒業を遅らせる理由がなかったため
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1  短期海外研修プログラム（夏季・春季）

1 国際センター主催短期プログラム

慶應義塾大学各部門が主催する各種プログラムⅤ

1年以上の長期留学を計画する前に、夏休みや春休みを利用して海外で学ぶ経験をしてみたい、または語学
力を向上させたいと考えている場合には、国際センター主催の短期海外研修プログラム（夏季・春季）に参加
してみるのも良いでしょう。最新情報は国際センターのWebサイトに掲載されますので、参照してください。

講座名 概要 場所 日程 募集⼈数 単位 研修費⽤
（渡航費別）

ノートルダム大学
夏季講座

テーマ  日米ビジネス、現代米国の政治・経済・社会・文化 米国 8月下旬～（2週間） 10～16名
（学部生対象） 2単位 約43万円

学部生へのビジネス教育や、スポーツでも有名なノートルダム大学。日米ビジネス、米国の政治・社会に重点を置いた講義、シカゴへの
フィールドトリップを通じて専門科⽬の知識および英語力の向上を⽬指す。

塾生
コメント

ウィリアム・アンド・
メアリー大学
夏季講座

テーマ  米国の歴史・社会、日米比較 米国 8月上旬～（2週間） 25名 4単位 約55万円

全米でハーバード大学に次ぐ歴史を誇り、トマス・ジェファーソンら3名の大統領を輩出した名門大学で、日米比較を通じ米国文化に
ついて学ぶ。グループワークやワシントンD.C.へのフィールドトリップ、現地学生との数多くの交流機会あり。

塾生
コメント

ケンブリッジ大学
ダウニング・
コレッジ夏季講座

テーマ  科学、国際関係論、国際ビジネス（いずれか１つ） ※テーマ変更の可能性あり 英国 8月上旬～（4週間） 50～62名 4単位 約68万円

前半は英語の集中研修、後半は複数の中からテーマを1つ選択して受講。自分の専攻分野を超えて、知識の幅を広げることも可能。
ケンブリッジ大学の学生がTA（Teaching Assistant）として同じ寮に宿泊しながら講座をサポートする。

塾生
コメント

オックスフォード大学
リンカーン・
コレッジ夏季講座

テーマ  英国の歴史・政治・文化、シェークスピア演劇 英国 8月下旬～（2週間） 20名 4単位 約44万円

800年もの伝統を持つオックスフォード大学で、20名という少⼈数で集中的に学ぶプログラム。午前はディベートや関連トピックの講
義、午後は演劇のワークショップが行われ、プログラム最終日にはシェークスピア演劇を通しで上演する。

塾生
コメント

短期海外研修プログラム（夏季）  募集時期:4月上旬（予定） 

短期海外研修プログラム（春季）  募集時期:10月中旬～11月下旬（予定） 

全学レベルの交換留学についての詳細は、第Ⅱ部 P.063

◦短期海外研修プログラム（春季）
　 https://www.ic.keio.ac.jp/keio_student/short_prog/spring_prog_index.html

◦講義とトリップのバランスが良く、非常に充実している
◦授業がどれも面白く、英語でビジネスの勉強ができる

◦現地の学生ととても仲良くなれて、いろいろなことを体験できる
◦事前研修が多い分、行く前から他の参加者と交流ができる

◦世界トップクラスの学生の生活、考え方、実態を身近に感じ取れる
◦学部学年キャンパス問わずさまざまな友だちができる

◦現地の学生&参加者と密に仲良くなれる
◦自分を表現することを課題に思っている⼈には本当におすすめの講座

講座名 概要 場所 日程 募集⼈数 単位 研修費⽤
（渡航費別）

パリ政治学院
春季講座
(使⽤言語：英語)

テーマ  EUの政治・経済・社会・文化 フランス 2月下旬～（4週間） 10～20名 4単位 約55万円

パリ中心部にある名門パリ政治学院で、ＥＵの政治・経済・社会・文化およびEUと諸外国との国際関係について学ぶ。フランス語研修や、
EU関連機関の見学などのフィールドワークも組み込まれている。

塾生
コメント 　

シドニー大学
春季講座

テーマ  グローバルビジネスマネジメント、異文化理解 オーストラリア 2月下旬～（3週間） 20名 2単位 約41万円

オーストラリア最古の名門大学で、グローバルビジネスマネジメントと異文化コミュニケーションを学ぶ。英語研修や豪文化を体感でき
るアクティビティー、ホームステイなど多角的にオーストラリア文化を体感できる。

塾生
コメント

タフツ大学
春季講座

テーマ  米国における対東アジア外交政策 米国 2月下旬～（2週間） 10～15名 4単位 約40万円

フレッチャースクールの講師等から米国の対東アジア外交政策について学ぶ。大きな転換期を迎えた米国を体感しながら、国際関係学
の最高峰で学べるプログラム。講義をより深く理解できるよう、講義内容に沿った英語研修あり。

塾生
コメント

シンガポール
マネジメント大学
春季講座

テーマ  ソーシャル・イノベーション シンガポール 2月下旬～（3週間） 10～15名 4単位 約40万円

アジア経済のハブであるシンガポールで、社会が抱える問題をどのように解決するか、その手法や社会的企業のモデルを学ぶ。アジア
の第三国でトピックに関連したフィールドワークがあることも魅力の1つ。

塾生
コメント

◦参加者のレベルが高く、他大学の⼈とも交流できるので、自分が成長できるチャンスがある
◦EU全体の知識を習得できる

◦いろいろな分野の講義を受けられ、貴重なホームステイの経験ができる
◦オーストラリアの多文化共生への姿勢を生で感じられる

◦豪華な教授陣から大学院並みの、最先端の講義を受けることができる
◦現地学生との交流が多く、異文化理解ができる

◦現地の企業訪問ができる
◦座学メインではなく、ディスカッション・プレゼン・サイトビジットなどアクティブに学べる

※ 上記プログラムの他、中国の復旦⼤学で、中国語の語学研修プログラムを実施予定です。詳細が決まりましたら国際センターの
Webサイトへ掲載します。

※開催プログラムや実施形態等は、今後変更が生じる可能性があります。最新の情報は国際センターのWebサイトでご確認ください。
※すべての講座について、為替により研修費⽤が変動します。
※研修費⽤の他に、渡航費、海外旅行保険および海外危機管理サポート費、⾃由行動時の個⼈的費⽤などが必要になります。

◦短期海外研修プログラム（夏季）
　 https://www.ic.keio.ac.jp/keio_student/short_prog/summer_prog_index.html

※すべての講座について、為替により研修費⽤が変動します。
※研修費⽤の他に、渡航費、海外旅行保険および海外危機管理サポート費、⾃由行動時の個⼈的費⽤などが必要になります。
※ 開催プログラムや実施形態等は、今後変更が生じる可能性があります。最新の情報は国際センターのWebサイトでご確認くだ

さい。

※新型コロナウイルス感染の影響を鑑みて、2022年度は現地での開催は中止となりました。
　オンラインプログラムを実施の場合には、以下Webサイトにてご案内いたします。

※ 新型コロナウイルス感染拡⼤の影響により、2022年度延世・復旦・⽴教・慶應リーダーシップフォーラムは中止となりました。

2  延世・復旦・立教・慶應リーダーシップフォーラム

概要

1週間の合同合宿形式で行われ、近郊への観光なども織り込み
ながら、日中韓を中心とする東アジア地域の課題についての講
義受講やディスカッション等を通じて交流を図り、東アジアにつ
いての理解を深める。学生が主体的に参加することにより作り
あげる学生主導型のプログラム。（使用言語：英語）

場所 毎年各大学持ち回りで開催（2022年度は中国
の復旦大学で開催予定）

日程 8月上旬の1週間 募集⼈数 8名

募集時期 4～5月 単位認定 なし

参加費⽤ 参加費、宿泊費は無料（海外で実施する年については、渡航費、海外
旅行保険および海外危機管理サポート費、その他個⼈経費は自己負担） Webサイト

https://www.ic.keio.ac.jp/keio_student/
short_prog/leadership/index.html

塾生
コメント

中韓の学生と社会問題について議論し解決したいという⼈だけではなく、グローバルな視点を持ちたい、視野を広げたい、という⼈にも
おすすめのプログラム
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学部・研究科 プログラム 詳細

経済学部・
経済学研究科

交換留学（経済学部・経済学研究科独自枠） https://www.econ.keio.ac.jp/undergraduate/abroad/exchange-outbound

ダブルディグリープログラム
（学部：パリ政治学院、ボッコーニ大学）
（大学院：ブランダイス大学）

学部     https://www.econ.keio.ac.jp/undergraduate/abroad

大学院  https://www.econ.keio.ac.jp/graduate/brandeis

学部・修士5年プログラム
（パリ政治学院、ボッコーニ大学、HEC経営
大学院、ブランダイス大学、ケルン大学、
スティーヴンス工科大学）

https://www.econ.keio.ac.jp/undergraduate/abroad

CEMS MIMプログラム https://www.econ.keio.ac.jp/graduate/cems

法学部・
法学研究科 交換留学（法学部独自枠） 学生部法学部・法学研究科・法務研究科窓口に問い合わせること

社会学研究科 南オーストラリア大学との
ダブルディグリープログラム

（オーストラリア）
学生部社会学研究科担当窓口に問い合わせること

商学部・
商学研究科

ミネソタ大学カールソン・ビジネススクール
への短期海外研修を組み込んだ

「グローバル・ラーニング D」
https://www.students.keio.ac.jp/mt/fbc/class/program/minesota-fbc.html

エセック経済商科大学院大学との
ダブルディグリープログラム

（学部）（フランス）
https://www.students.keio.ac.jp/mt/fbc/class/program/kbc-essec-dd.html

北京大学光華管理学院との
ダブルディグリープログラム（学部）（中国） https://www.students.keio.ac.jp/mt/fbc/class/program/fbc-beijingdd.html

交換留学（商学研究科独自枠） 学生部商学研究科担当に問い合わせること

CEMS MIMプログラム https://www.ic.keio.ac.jp/keio_student/dd/cems/overview.html

医学部・
医学研究科

医学部短期海外留学プログラム【臨床】

https://www.students.keio.ac.jp/sn/intl/unique/
「医学部生、医学研究科学生のための短期留学プログラム」を
参照すること

医療系三学部
「ラオス・プライマリヘルスケア
保健医療チーム活動プロジェクト」

カロリンスカ、北京大学、キングス・カレッジ・ 
ロンドンとの博士課程合同サマースクール

理工学部・
理工学研究科

ダブルディグリープログラム https://www.st.keio.ac.jp/students/ic/dd/

Japan-EU 高度ロボティクスマスタ
プログラム（JEMARO） https://jemaro.st.keio.ac.jp/

フランス ECNフランス語
フランス文化研修プログラム

https://www.st.keio.ac.jp/students/ic/program/

マルセイユ春季講座

ドイツ Keio-Aachenサマースクール

ドイツ Keio-Aachenスプリングスクール

グローバルリーダーシップセミナー

グローバルリーダーシップセミナー実施研修

交換研修（研究研修・学習研修） https://www.st.keio.ac.jp/students/ic/exchange/

総合政策学部・
環境情報学部 言語コミュニケーション科⽬海外研修 https://language.sfc.keio.ac.jp/

学部・研究科 プログラム 詳細

政策・メディア
研究科

復旦−慶應ダブルディグリープログラム
（中国） https://www.students.keio.ac.jp/sfc/gsmg/intl/unique/ddfudan.html

延世−慶應ダブルディグリープログラム
（韓国） https://www.students.keio.ac.jp/sfc/gsmg/intl/unique/ddyonsei.html

ミラノ工科大学交換留学プログラム
（イタリア） 湘南藤沢事務室政策・メディア研究科担当に問い合わせること

看護医療学部 海外研修（英国、米国、韓国）

湘南藤沢事務室看護医療学部担当に問い合わせること
Medical EFL for Nurses（カナダ）

医療系三学部
「ラオス・プライマリヘルスケア
保健医療チーム活動プロジェクト」

健康
マネジメント
研究科

ワシントン大学看護学部
博士課程短期留学プログラム 湘南藤沢事務室健康マネジメント研究科担当に問い合わせること
海外研修（メイヨクリニック）

薬学部・
薬学研究科

海外アドバンスト実習（米国、タイ）

芝共立キャンパス学生課に問い合わせること

医療系三学部
「ラオス・プライマリヘルスケア
保健医療チーム活動プロジェクト」

アドバンストレギュラトリーサイエンス
海外演習

Thai Pharmacy Experience

経営管理
研究科

国際単位交換プログラム http://www.kbs.keio.ac.jp/graduate/exchange/ip.html

エセック経済商科大学院大学との
ダブルディグリープログラム

（修士課程）（フランス）

http://www.kbs.keio.ac.jp/graduate/exchange/dd.html
HEC経営大学院との
ダブルディグリープログラム

（修士課程）（フランス）

WHUオットー・バイスハイム経営大学との
ダブルディグリープログラム

（修士課程）（ドイツ）

システム
デザイン・
マネジメント
研究科

交換留学
（システムデザイン・マネジメント研究科
独自枠）

http://www.sdm.keio.ac.jp/international/exchange.html

メディア
デザイン
研究科

グローバルイノベーションデザイン（GID）
プログラム https://www.kmd.keio.ac.jp/ja/academics/gid-program

CEMS MIMプログラム https://www.kmd.keio.ac.jp/ja/academics/cems-program

KMD-スタンフォード大学
「ジョイントプロジェクト型グローバル
ラーニング」

https://www.kmd.keio.ac.jp/ja/academics/joint-
project-based-global-learning

法務研究科 交換留学（法務研究科独自枠）
学生部法務研究科担当窓口に問い合わせること

海外ロースクール短期プログラム（米国 等）

ダブルディグリープログラム https://www.ls.keio.ac.jp/en/dd/uw.html

エクスターンシップ（海外） https://www.ls.keio.ac.jp/curriculum/ext.html

2 各学部・研究科主催プログラム
各学部・研究科でも独⾃に国際交流プログラムを主催しています。
詳細については、各学部・研究科のWebサイトをご確認いただくか、担当者にお問い合わせください。
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慶應義塾大学では、本学が主催する留学プログラム以外の、主に参加学生が直接申し込み（契約）を行
い、学費またはプログラム参加費等を留学先大学や実施団体等へ支払う必要のある留学を「私費留学」
と呼んでいます。
私費留学には、さまざまな手段、プログラムがありますが、国際センターのWebサイトでは、慶應義塾大
学が実施団体もしくは留学先大学との間に協定等を締結している私費留学を紹介しています。
なお、本学が紹介している団体であっても、提供されるプログラムの内容と料金等について本学は一切
関知しておりません。契約その他一切についてはご自身の判断と責任で行ってください。

私費による長期留学Ⅵ
前記のほか、企業や団体が主催する私費留学は数多くあり、実施時期や期間、内容も多様です。
プログラムの内容や費⽤を⼗分に理解し、納得したうえで、ご⾃身の責任で直接実施団体へ申し込み、
⼿続きを行いましょう。
2011年にJ-CROSS（一般社団法⼈ 留学サービス審査機構）が発足し、留学を希望する消費者が適切な
留学サービス事業者を選択できるよう留学サービス事業の認証制度を運⽤していますので参照すると
良いでしょう。

◦J-CROSS　　 http://www.jcross.or.jp/

◦国際センターWebサイト　　
https://www.ic.keio.ac.jp/keio_student/private_prog/index.html

 塾生個人が実施団体に直接応募する私費留学
（プログラムに関する質問は実施団体に直接問い合わせてください。一部、申し込みの際に本学へ

のオンライン登録が必要となるプログラムもあります。）

The Study Abroad Foundation（SAF）（スタディ・アブロード・ファンデーション）

 http://japan.studyabroadfoundation.org/

さまざまな私費留学の紹介を行っている団体です。
SAF⽇本事務局では、オンラインで定期的に留学説明会や個別相談会を実施しています。開催がある際
は、国際センターWebサイトにて詳細をお知らせします。また、各キャンパス国際担当事務室にてSAFの
募集要項を配布しています。

カリフォルニア大学バークレー校（UCB）エクステンション私費留学

  https://www.ic.keio.ac.jp/keio_student/private_prog/ucb_extension.html

カリフォルニア⼤学バークレー校において、⼤学一般授業やエクステンションコースを履修する1学期以上
の留学プログラムです。

カリフォルニア大学サンディエゴ校（UCSD）エクステンション私費留学

  https://www.ic.keio.ac.jp/keio_student/short_prog_external/ucsd_extension.html

カリフォルニア⼤学サンディエゴ校エクステンションでは、短期から⻑期の留学が可能となっており、英語
の語学研修や⼤学一般授業の履修等、さまざまなニーズに合わせたプログラムを展開しています。
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国際センター講座は、⽇本や東アジア・東南アジアを中⼼的なテーマとして、英語で授業が行わ
れる科⽬です。

こんな人に ◦ 今後留学を考えている塾生や英語によるコミュニケーション能力を向上させたい方
◦ 多様な価値観に触れて広い視野を養いたい方

特徴 留学生と一緒に学ぶことで、学問を通しての国際交流をはかることができる

履修対象 学部2年生以上で、主に三田キャンパスで開講

備考

◦ 本講座を履修した際の単位の取扱は、学部・研究科によって異なりますので、所属
する学部・研究科の履修案内等で確認してください。

◦ 医学部・医学研究科および法務研究科に所属する塾生は、本講座を履修することは
できません。

1 国際センター講座

学内の国際交流Ⅶ

文学・言語 「短編小説を通して⽇本の戦後を考える」
「社会⽂化的⽂脈における⽇本語学」

芸術 「⽇本映画⼊門1」「⽇本美術史⼊門」
「⽇本における芸術と⽂化／アートワークショップ」

文化・異文化理解 「⽇本のオタク⽂化と多国籍的関係」「⽇本⽂化への適応、世界への適応」
「伝統演劇と美術に見える⽇本⽂化のルーツ」

宗教・思想 「⽇本仏教と現代社会」「仏教と現代アジアの社会変化」
「⼈間の理想像に関する哲学的探究」

歴史 「近代⽇本の対外交流史」

メディア・コミュニケーション 「メディア・コミュニケーション・スタディーズ」

社会問題 「教育社会学」「東アジア社会の教育」
「東・東南アジアにおける女性の商品化」

政治・外交・国際交流 「⽇本の政治」「⽇本の対外政策」「比較の視点からみた⽇本の移民政策」

ビジネス・経済 「アジア太平洋地域における⼈的資源管理」
「⽇本のアントレプレナーシップと中小企業開発」「アジアと⽇本の経済関係」

法律 「東アジアの開発と法」「⽇本法への⼊門」「⽇本の競争政策」

2022年度　開講科⽬例 （科⽬名は和文のみ掲載していますが、すべて英語による講座です）

慶應ともだちプログラムは、交換留学等によって慶應義塾⼤学に留学中の学生と塾生でグルー
プをつくり、グループ内の学生同⼠で⾃発的に交流をする、つまり、「留学生とともだちになる」
ことを⽬的としています。
例えば、⽇本の⽂化や生活を一緒に体験する、⽇常の疑問に答える、⾃分の住んでいる町内の
イベントに一緒に参加する、お互いの友だちを紹介する等、「ともだち」として交流することで、
留学生が⽇本での生活や慶應での学生生活に馴染めるようにサポートしていただきます。

こんな人に

◦ 留学生を⽇本に迎え、⽇本を理解してもらうサポートをしたいというホスピタリ
ティーのある方

◦ 留学や海外での経験を活かしたい方
◦ 将来留学や多⽂化の中に身を置いて仕事をしたいと考えている方

期間 プログラムの活動期間は、1学期間

備考 ◦ 毎年12⽉～2⽉に春学期参加者を、6⽉～8⽉に秋学期参加者を募集します。
◦ 応募方法の詳細は、国際センターのWebサイトを参照してください。

2 慶應ともだちプログラム

3 短期学内研修
1  慶應義塾大学短期日本学講座　KJSP

短期⽇本学講座（KJSP）は、留学生と塾生が英語で⽇本について共に学ぶ2週間の短期プログラムです。
例年2⽉に実施しています。海外の協定校等からの学生と一緒に、⽇本の政治・経済・社会・⽂化に
関する講義をすべて英語で受講します。講義に関連するアクティビティー（美術館見学等）や一泊旅行
も予定しており、⽇本にいながら英語漬けの2週間を送ることができます。

2  その他プログラム

国際センターでは、協定校等が慶應義塾⼤学のキャンパスで実施する短期プログラムのサポートも
しており、一部、塾生が参加できる講義やアクティビティーもあります。
最新情報は、国際センターのWebサイトに掲載されますので、参照してください。

※ 詳細は、以下のWebサイトを参照してください。

◦国際センター講座　　 https://www.ic.keio.ac.jp/en/aboutic/aboutcourse/

  https://www.ic.keio.ac.jp/keio_student/short_prog/spring/kjsp.html

参加した
塾生からの声

◦留学生と仲良くなれるだけでなく自分の視野が広がった。
◦英語でコミュニケーションをとることに抵抗がなくなった。
◦互いの言語や文化を教え合うことができ楽しかった。

参加した
塾生からの声

KJSPは日本にいながら短期留学を味わえる機会です。同時に、新たな視点から“日本”に
ついて考えさせてくれるプログラムであると私は思います。
一緒に学ぶ留学生たちは講義以外でも日本の文化や政治、そして日々の気になったことを
どんどん質問してくるのですが、それらの質問に答えられないことも多く、日本にいるとあ
る種“当たり前”のことについて再度考える良いきっかけになりました。

※開催プログラム・イベントや実施形態等に変更がある可能性があります。最新の情報は国際センターのWebサイトでご確認ください。
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留学先から入学許可がおりたら、渡航に向けた準備を始めましょう。

渡航準備Ⅰ

所属学部に対する届出の要・不要を、学事担当窓口に確認し、必要な⼿続きを行ってください。
帰国後の⼿続きについても確認しておくとよいでしょう。

1 学内手続き

渡航前に審査結果を受け取ることができるようにゆとりをもって申請してください。
なお、学部・研究科やキャンパスによって、上記の申請フローが異なる場合があります。
必ずご自身で各学部・研究科学事担当に確認してください。

申請時の留意点

申請書の受領・提出
「国外留学申請書」を所属学部・研究科の学事担当窓口で受け取り、入学許可書や講義要
綱等の必要書類を添付のうえ、所属学部・研究科の学事担当に提出してください。

学習指導担当教員等との面談
後日、学習指導担当教員または専攻担任と面談します。
※⼤学院は、研究科により異なります。
　面談の⽇程は、所属学部・研究科の窓口で確認してください。

審査・審査結果の通知
最終的な留学可否の審査は、学部教授会または研究科委員会にて行われ、審査結果は
郵送で保証⼈に通知されます。

STEP

1

STEP

2

STEP

3

1  学部生

 「留学」扱いで留学する場合の学費の取扱い
①  ⼊学年度は慶應義塾⼤学で学ぶという基本方針のため、⼊学から1年間の学費は全額

納⼊となります。
②  学費の相互免除が含まれる交換協定による留学（ダブルディグリープログラムを含む）

の場合は、学費は全額納⼊となります。
③  学費の相互免除が含まれない交換協定による留学（ダブルディグリープログラムを含む）

については、研究会費・⾃治会費等の代理徴収費⽤を除き、留学扱いとなる学期の学
費を減免します。

④  ②③以外の場合は、⼊学年度の翌年度以降は、留学の1年⽬から、留学扱いとなる学
期の授業料、施設設備費および実験実習費が減免されます。

⑤  授業料等が減免される期間は最⻑４学期までとします。学費の相互免除が含まれる交
換協定による留学（ダブルディグリープログラムを含む）期間については、減免の対象
にはなりませんが、実質的に本学の学費減免と同等に取り扱い、減免期間に含めます。

⑥ 減免⼿続きの詳細は、各学部学事担当に確認してください。

 「休学」扱いで留学する場合の学費の取扱い
⼊学から１年間を除く休学期間中は、授業料、施設設備費および実験実習費が減免されます。

2  大学院生

 「留学」扱いで留学する場合の学費の取扱い
①  学費の相互免除が含まれる交換協定による留学（ダブルディグリープログラムを含む）

の場合は、学費は全額納⼊となります。
②  学費の相互免除が含まれない交換協定による留学（ダブルディグリープログラムを含む）

については、研究会費・⾃治会費等・学生健康保険互助組合費等の代理徴収費⽤を除
き、留学扱いとなる学期の学費を減免します（最⻑２学期まで）。

③  ①②以外の場合は、留学扱いとなる学期の授業料、施設設備費および実験実習費が減
免されます。
減免される期間は最⻑６学期までとします。学費の相互免除が含まれる交換協定による
留学（ダブルディグリープログラムを含む）期間については、減免の対象にはなりませ
んが、実質的に本学の学費減免と同等に取り扱い、減免期間に含めます。

④  減免⼿続きの詳細は、各研究科学事担当に確認してください。

 「休学」扱いで留学する場合の学費の取扱い
休学期間中は、授業料、施設設備費および実験実習費が減免されます。

国 外 留 学 申 請1

留 学 中 の 学 費2

留学申請フロー 
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単 位 認 定 申 請3
 単位認定
学部学則第153条・⼤学院学則第124条に定める「留学」と認められて留学した場合は、
留学中に修得した単位を以下のとおり、それぞれ超えない範囲で卒業・課程の修了に必要
な単位として認定されることがあります。

学部等 単位数

学部（経済学部、総合政策学部、環境情報学部、看護医療学部） 60単位

学部（上記以外） 30単位

⼤学院 10単位

学習指導担当教員・指導教員に相談
留学中に修得した単位の認定をする場合、最終的にどの科⽬がどの分野で何単位分認定さ
れるかは、帰国後に決まります。しかし、留学前に「国外留学申請書」および添付書類として
希望する科⽬の資料を所属学部・研究科の学事担当へ提出しておく必要があります。
留学先のコースをよく調べたうえで、学習指導担当教員または指導教員と相談しておき
ましょう。

履修に関する資料の保管
講義要綱や履修案内（SyllabusやCourse Description）、教科書や配布資料、授業ノー
ト等の単位認定に必要な書類は、すべて保管しておくようにしましょう。

所属学部・研究科の学事担当へ「単位認定願」を提出
留学先の成績証明書や講義要綱、履修案内（SyllabusやCourse Description）、教科
書や配布資料、授業ノート等の資料を提出します。
※学習指導担当教員との面談が必要となる場合もあります。

教授会・研究科委員会での承認

認定科⽬、分野、単位数決定
※遡及進級が認められる場合もあります。

STEP

1

STEP

2

STEP

3

STEP

4

STEP

5

留学決定後

留学中

留学（帰国）後

単位認定申請フロー 

所属する学部・研究科の学則、さらには各⼈の成績や履修状況によって、これらの取り扱いは異
なります。
留学する場合の取り扱いについて履修案内等の記載を確認したうえで、学事担当、学習指導担
当教員や専攻担任、指導教員に必ず事前に確認してください。
また、帰国の時期により進級・卒業が遅れることがありますので、詳細は必ず事前に学事担当に
確認してください。

申し込み⼿順を確認し、必ず余裕をもって申し込みましょう。先着順で決まってしまうこともあり
ます。
デポジット（預かり金）の⽀払いが必要な場合には、⽀払い方法を確認し、期⽇までに⽀払いま
しょう。期⽇を過ぎてしまうと、申し込みが取り消されてしまいますので注意してください。

留学する国の⼤使館のホームページを参照し、どのビザが必要か確認してください。
ビザ申請に必要な書類は国により異なり、申請・受給の方法もさまざまです。
必要書類や申請方法は予告なく変更されることもあるため、先輩の話などだけでなく、必ず⾃
分⾃身で直接在⽇⼤使館や領事館へ問い合わせ、最新情報を確認してください。昨今の世界情
勢に連動し、年々審査が厳しくなったり、⽇数がかかったりする傾向にあります。
申請から受給までのプロセスや⽇数は国によって異なります。場合によっては1ヵ月以上かかる
場合もありますので、早めの手続きを⼼がけてください。

2

3

住宅手配（寮、アパート、ホームステイ等）

ビザ申請

履 修 、進 級 、卒 業に関して4

下記の手続きを帰国後、直ちに行ってください。
なお、手続きについての詳細は、留学前に所属学部・研究科の学事担当に確認してください。

▶ 留学（帰国）後の学内手続き
❶「就学届」の提出（学生証の更新）
❷ 履修申告（履修申告が可能か否かは帰国の時期によって異なります。）
❸ 単位認定申請（学部・研究科によっては希望者のみ）

留学（帰国）後の手続き

 留学期間
申請により１年間に限り在学年数に算⼊されます。ただし、医学研究科および薬学研究科薬
学専攻の博⼠課程については２年間を上限として在学年数に算⼊されることがあります。
詳細については、所属学部・研究科の学事担当に事前に相談をしてください。
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留学先のスケジュールを確認のうえ、航空券を⼿配しましょう。
安全面の理由から、夜間到着便の利⽤は可能な限り避けてください。
やむを得ず到着が夜間になってしまう場合には、あらかじめ空港近くのホテルを予約しておき
ましょう。夜間便で到着後、⼤きな荷物を抱えてそのまま深夜列車や深夜バスで移動するのは
危険です。
到着⽇によっては、空港でのピックアップサービスを実施している⼤学もあります。

海外での緊急事故や重病、重症等の不測の事態に遭遇した場合、⽇本とは比較にならない⾼額
の医療費や救援費⽤等がかかることがあります。風邪や腹痛などの軽度の疾病ですら、数万円
かかる場合もあります。

万が一の事故や病気に備え、留学中のすべての活動を適⽤範囲とする海外旅行保険に必ず加⼊
してください。慶應義塾大学派遣交換留学で留学する塾生は、出発から帰国までの期間を補償
する本学指定の海外旅行保険への加入ならびに海外危機管理サポートへの登録が義務付け
られています。

◦一般に、海外旅行保険は、傷害死亡や疾病死亡、後遺障害、治療費、賠償責任、救援者費⽤、携
行品損害等をカバーしています。保険の対象にならない事項や歯科治療費等、特約として別
途加⼊する事項もありますので、保険約款をよく読んで契約しましょう。

◦留学先の国・地域や⼤学によっては、学生保険への加⼊を求められたり、滞在先によっては国
民健康保険のような医療保険への加⼊が義務付けられている場合があります。
本国での保険加⼊証明書を提示することで留学先⼤学の保険への加⼊の免除を申請できる
場合もありますので、免除の可否について確認すると良いでしょう。
免除が認められない場合は二重に加⼊してください。

4

5

航空券手配

海外旅行保険・危機管理

◦ 不幸にして事故に遭ったときなど、緊急時に慌てないように、留学先の国・地域における保険会社
の連絡先電話番号、さらには、日本語が通じるかどうかも確認しておきましょう。

◦ 日本国内の留守宅に保険会社の連絡先リストを残し、留学期間中の緊急連絡先（電話番号や
E-mailアドレス）を家族や日本の知⼈、現地の知⼈、大学関係者（現地および日本）に必ず知らせ
ましょう。旅行で寮や宿舎を不在にするときや転居したときも、忘れず連絡してください。

◦ 救急・警察への電話番号や保険会社の現地連絡先等は、リストにまとめて携行するようにしま
しょう。

緊急連絡先ポイント

詳細は、P.070、P.074「海外旅行保険ならびに海外危機管理サポートについて」
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海外では、日本とは異なる危機管理および健康管理が必要です。
それぞれ関連情報等を渡航前に十分に調べておきましょう。
海外旅行保険等には必ず加入し、万が一の場合に備えるようにしてください。
また、海外に渡航・滞在する場合には、外務省が実施している渡航登録サービスにて渡航・滞在予定を登
録してください。

海外での危機管理・健康管理Ⅱ

スリや置き引きなどの被害に遭ったり、誘拐、脅迫、テロ等の不測の事態に巻き込まれることが
ないよう、外務省が発出する渡航情報および報道等により滞在国の最新の治安状況・テロ情
勢、社会情勢、犯罪の傾向・⼿口などについて常に最新情報を収集してください。

渡航先の気候や医療事情に関する最新情報や感染症情報、病気にかからないために注意すべ
きことについて渡航前に⼗分に調べておきましょう。

海外に渡航・滞在する場合には、必ず外務省が実施している以下の渡航登録サービスにて渡航・
滞在予定を登録してください。有事の際、在外公館などから緊急時情報提供を受けられます。

1

2

3

危機管理

健康管理

渡航登録サービス
◦海外では日本と同じ感覚で行動しないよう十分に注意する。
◦自分の身は自分で守るという意識を持つ。
◦現地の緊急連絡先（大使館、領事館、大学緊急連絡先等）を調べ、そのメモを常に携行する。
◦警察、救急車、火事の際の緊急連絡先を調べておく。
◦政情や治安が不安定な危険な場所には絶対に近づかない。

夜間の外出や一⼈歩きは控える。現地の⼈が行かない場所には絶対に近づかない。
◦多額の現金や貴重品は持ち歩かない。
◦日本⼈を含めた面識のない⼈を安易に信用しない。
◦政治的な話や特定の国や民族、宗教、習慣、文化などについて大声で話さない。
◦麻薬や覚せい剤などの薬物には絶対に手を出さない。他⼈の荷物を安易に預からない。
◦トラブルに巻き込まれた場合には、大使館、領事館、現地警察等に相談する。
◦パスポート、クレジットカード、航空券、海外旅行保険などについてコピーや番号を控えておく。

留意事項

◦滞在先付近の医療機関を調べておく。
◦渡航先に応じて予防接種を必ず受ける。
◦ 持病がある場合には、主治医から英語や現地の言語でメディカル・レポートを作成してもらって

おく。渡航期間中に必要な薬をもらっておく。
◦適度な量の食事を心がけ、生水・生もの・生野菜には十分に注意する。
◦ 医薬品を持参する場合は渡航先の法規制を確認し、トラブルを避けるため英語や現地の言語で

の薬剤証明書を発行してもらっておく。
◦ 精神的なストレスを感じるようであれば、家族、友⼈、学生相談室、現地大学のカウンセラー等

に相談してみる。

留意事項

◦外務省海外旅行登録 たびレジ（3ヵ月未満の渡航を予定している場合）
 https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/

◦在留届電子届出システム ORRnet（3ヵ月以上の滞在を予定している場合）
 https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/

「未然に危機（リスク）を回避するにはどうすれば良い？」
「危機（リスク）に直面した際どう行動すれば良い？」
事前にぜひ一度考えてみましょう。

危機管理への心構えポイント

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

▪外務省 海外安全虎の巻 https://www.anzen.mofa.go.jp/pamph/pdf/toranomaki.pdf

▪外務省 世界の医療事情 https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/medi/index.html

▪厚生労働省検疫所 FORTH https://www.forth.go.jp/index.html

▪国⽴感染症研究所 https://www.niid.go.jp/niid/ja/from-idsc.html

▪国⽴研究開発法⼈
　国⽴国際医療研究センター https://dcc.ncgm.go.jp/
　国際感染症センター
▪世界保健機関（WHO） https://www.who.int/en/

危機管理・健康管理関連Webサイト
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留学先到着後Ⅲ

旅券法第16条により、外国に住所または居所を定めて３ヵ月以上滞在する日本⼈は、住所または
居所を管轄する日本の大使館または総領事館（在外公館）に「在留届」を提出するよう義務付け
られています。
留学先に到着後、必ず最寄りの⼤使館または総領事館に「在留届」を速やかに提出し、テロや災
害などの緊急時に在留邦⼈としての法的保護（安否の確認など）を受けられるように⼿配してく
ださい。

⼤学ごとに役割は異なりますが、一般的に留学生アドバイザーは留学生として守らなくてはな
らないルールや義務を理解・遂行できるよう援助し、より良い留学生活を送れるよう⼿助けして
くれます。
留学中、何かとお世話になると思いますので、⾃己紹介を兼ねてまずはオフィスを訪ねてみま
しょう。

留学先の⼤学でオリエンテーション（留学生向け、新⼊生向け）が実施される場合は、⾃由参加
であっても必ず参加してください。
オリエンテーションでは、⼤学の概要や学生登録、履修登録方法等の学内情報のほか、生活を軌
道に乗せるために必要な多くの情報が提供されます。
特に留学生向けのオリエンテーションは、そこでしか得られない情報があるだけではなく、知り
合いを作る良い機会となります。

1

2

3

在留届

留学生アドバイザーとの面会

オリエンテーションへの参加

Plagiarismとは、他⼈が書いたものを無断で引⽤することであり、犯罪行為です。Plagiarismを
行った場合は、当該科⽬や当該学期履修科⽬すべてが不合格（Fail）となる他、さらに厳しい処分を
受ける可能性があります。
⾃らのレポートの中で、論⽂・雑誌・新聞等を引⽤する場合は、引⽤箇所を明確に示し、出典を明ら
かにする必要があります。また、不正確な引⽤（勝⼿な改ざん）はしてはいけません。Plagiarismの
例は以下のものがあります。

❶ 論文・本・新聞等を写す。
❷ インターネット上の情報をコピー＆ペーストする。
❸ 他⼈（友⼈や先輩）の書いたレポートを写す。
❹ ❶～❸の末尾などを変えて、自分が書いたように見せかける。

◦外務省海外旅行登録 たびレジ（3ヵ月未満の渡航を予定している場合）
 https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html

◦在留届電子届出システム ORRnet（3ヵ月以上の滞在を予定している場合）
 https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html

Plagiarism（プレイジャリズム・盗作・剽窃)

◦ 留学先となる国や地域には、言うまでもなく日本とは異なる法律、ルールがあります。それらを犯してしまった
場合「留学生だから知らなかった」では済まされません。事前によく調べておきましょう。例えば、飲酒の年齢
制限が日本とは異なり、20歳以上でも禁止されている国もあります。
必ず滞在先でのルールを守ってください。飲酒可能な年齢であっても、節度ある振る舞いを心がけましょう。
過度な飲酒はトラブルにつながります。
麻薬・ドラッグは言うまでもなく重大な違法行為です。使用をすすめてくる⼈がいても毅然とした態度で断って
ください。

◦ 留学先で最大限学んでくるためには、渡航前にしっかりと語学の勉強をしておくことが大切です。
ただ、どんなに努力していても、実際に海外の大学で学ぶとなると「思っていたよりも言葉が通じない」「授業が
理解できない」といったことが起こるかもしれません。そこでふさぎこんでしまうのではなく、わからないことは
何でも聞くなど、熱意を持って学業に取り組みましょう。
先輩や友⼈に話を聞くなど、同じような状況をどうやって乗り越えたか相談するのも良いでしょう。

◦ 留学先では現地の⼈だけでなく、さまざまな国や地域からやってくる留学生と触れ合うことになるでしょう。
ステレオタイプに「○○⼈はこう」「△△国はこう」「アジア⼈だから差別された」といった思い込みはやめましょう。
国や⼈種ではなく、⼈と⼈との関わりであることを自覚し、言葉や文化の違いはあっても、お互いを尊重する姿勢
が大切です。

◦ 自分の意見を言わず、不満は我慢する、耐えて待つという姿勢でいても、誰も何もしてくれません。
必要な主張はしっかりとすることを心がけましょう。文句や喧嘩にならないよう、感情的にならず、論理的に話す
ことが大切です。

渡航地域のルール

留学先での学びについて

コミュニケーション
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いざ、海外へ出発！！

主な症状

克服法

対処方法

コ ラ ム カルチャーショック

海外では、文化や言語の違いから、今まで自分が培ってきたことが通用しないことがあり、カル
チャーショックを受けるケースがあります。症状はさまざまですが、漠然とした不安感や摂食障
害、うつ、不眠、著しい疲れなどが挙げられます。カルチャーショックかもしれないと少しでも感
じた時に、思い起こしていただきたい事項を以下に挙げますので、参考にしてください。また、
このような症状に陥るのは特別なことではなく、留学のような大きな環境変化を伴う経験をし
た⼈は多少なりとも感じることです。過度に思いつめすぎず、気分転換を心がけてください。

また、日本に帰国した際、逆のカルチャーショックを経験するかもしれないことも覚えておいて
ください。
孤独感や疲労感、留学先に戻りたい衝動、日本に対する怒りや絶望感といった精神的なものに
加えて、肉体的な症状まで伴うこともあり得ます。⼈によっては、留学時に経験するカルチャー
ショックよりも大きい場合があります。対処する方法として以下のようなことが挙げられます。

1 孤独感を感じたり、欲求不満や神経質になっ
たりする。

2 ひどいホームシックになる。
3 感情的になる。
4 ⼤学で、同じ⽇本⼈仲間に頼りすぎる。

1 今現在のことだけにとらわれないこと。
2 ⾃分のやりとげたい⽬的は何かを見直すこと。
3 ⽇本⼈的価値観で物事を判断しないよう⼼
がけること。

4 ⾃分の近況や気持ちなどを「書いて」みるこ
と（⾃分を客観的に見る助けになります）。

1 ⽇本のどのような価値観や習慣、行動様式
に違和感を感じるのか、留学経験を通して
⾃分の中で何が変わったか、その変化が家
族や友⼈との関係にどのように影響してい
るのか等について「書き出して」みる。

2 留学経験者から克服法について話を聞く
等、経験者同⼠で共感できる場を作る。

5 留学していること⾃体に疑問を持つように
なる。

6 外国語を話すことがおっくうになったり、⼈
と会いたくなくなったりする。

5 一⼈で引きこもらず、身近な⼈に助けを求
めること。

6 規則正しい生活を⼼がけ、よく睡眠と栄養を
とること。

3 留学先の友⼈と連絡を取り合う等、留学先
の国の⽂化に触れる機会を多く持つ。

4 留学中に、逆カルチャーショックについて話
したり、考えたりして、⼼の準備をしておく。
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留学（帰国）後の手続きⅠ

下記の⼿続きを帰国後、直ちに行ってください。
なお、⼿続きについての詳細は、留学前に所属学部・研究科の学事担当に確認してください。

留学の⽬的は達成できたか、留学で得たものを今後のキャリアにどのようにつなげたいのか
等、留学生活を振り返ってまとめてみましょう。留学から帰国した直後は、さまざまな⼿続きを
行ったり、就職活動を始めなければならなかったりと忙しいこともありますが、帰国後、早いうちにま
ず振り返ることで、留学経験を⾃分⾃身の中で整理し、今後の⼈生に一層活かすことができます。
振り返る際には、以下の視点から考え、⽂章に残しておくことがおすすめです。
派遣交換留学生は、留学報告書（提出必須）を書くことで、この振り返りをすることができますの
で、帰国後早めに取り組んでください。

1

2

学内手続き

留学生活の振り返り

▶ 留学生活の振り返り
◦留学の⽬標はどの程度達成できたか
◦留学をして得たこと、良かったこと、悪かったこと
◦留学を通じて成長したこと、変わったこと
◦留学経験を今後の進路にどのように活かしていきたいか

国際センターでは、学内で参加できる国際交流プログラムも実施しています。
詳細は、P.045「 Ⅶ 学内の国際交流」をご確認ください。

留学での経験を活かして、留学生を今度はホストとしてサポートしたり、留学生と一緒に英語で
授業を受けることで語学力を維持したり、新たな気づきも得られるでしょう。

3 学内の国際交流プログラムへの参加

▶ 留学（帰国）後の学内手続き
❶「就学届」の提出（学生証の更新）
❷ 履修申告（履修申告が可能か否かは帰国の時期によって異なります。）
❸ 単位認定申請（学部・研究科によっては希望者のみ）
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派遣交換留学生募集要項
第Ⅱ部 2023 慶應義塾大学年度

第Ⅱ部は、本学が外国の⼤学との間で締結した全学学生
交換協定に基づき実施する、慶應義塾⼤学派遣交換留学
制度の案内を記載しています。

募集要項内の各協定校に関する個別の情報（履修可能な学部・分野、GPAや
語学等の要件）は随時更新されます。P.101〜P.172に掲載されている情報は、
本誌発行時点（2022年6月）の情報です。最新の情報は、必ず「国際センター
Webサイト」掲載の「協定校別募集要項」および各協定校Webサイトで確認して
ください。
出願希望者は、内容を熟読のうえ、必要書類を揃えて出願期間内に提出して
ください。

2023年度以降の募集で予定されている変更点は以下のとおりです。
最新情報は国際センターのWebサイトを確認してください。

〈出願スケジュールの変更〉
◦ 第1期および第2期募集が「秋募集」として、1回の募集に統合されます。第3期募集は「春募集」と

なります。新しい出願スケジュールについては、P.065をご確認ください。

〈面接選考の廃止〉
◦ これまでは書類選考（一次選考）と面接選考（二次選考）を実施していましたが、2023年度募集から

面接選考は廃止となり、書類選考のみとなります。選考方法の詳細はP.084をご確認ください。

〈英語以外の語学能力証明書の厳格化〉
◦ 2023年度募集からは、英語同様に、原則、公的な語学能力試験の証明書を提出してください。
◦ 公的な語学能力試験の証明書が出願期間内に用意できない場合に限り、例外的に、語学担当

教員作成の語学能力証明書での提出を認めます。
◦ 語学教員作成の語学能力証明書は、書式を変更し、ご依頼いただいた語学教員から、直接国際

センター宛にオンラインフォームにて提出となります。

重 要

2023年度以降の募集における変更点のお知らせ
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慶應義塾大学派遣交換留学制度とは　
慶應義塾大学派遣交換留学とは、本学が外国の大学との間で
交わした全学学生交換協定に基づき実施する留学プログラム
です。
1学年間、世界トップレベルの協定校での大学生活を経験する
機会を提供することにより、塾生の国際感覚の育成と視野の拡
大を⽬指すものです。

期間 ◦1学年間（10ヵ⽉程度 1学期間のみの留学は不可）。　※「休学」ではなく「留学」扱いでの留学となる。

選考 ◦学内選考

学費・奨学金 ◦留学中は慶應義塾⼤学に学費を納⼊し、留学先⼤学での学費は免除される。
◦慶應義塾⼤学派遣交換留学生のみを対象とした奨学金への申請が可能。

単位認定(＊) ◦留学中に修得した単位が卒業・課程の修了に必要な単位として認定されることがある。
◦留学の期間は申請により、1年間に限り在学年数に算⼊することが可能。

その他 ◦ 本学が指定する海外旅行保険への加⼊および海外危機管理サポートへの登録が義務。

（＊）所属する学部・研究科により扱いが異なりますので、必ず所属学部・研究科の学事担当にて詳細を確認してください。

慶應義塾大学派遣交換留学の特徴

S TU
D
Y

2023年度 交換留学スケジュール　
慶應義塾大学派遣交換留学には、秋募集と春募集があり、協定校によって、募集期間が異なります。
この他、募集状況に応じて追加募集を行うことがあります。追加募集を実施する場合には、国際センターの
Webサイト上でお知らせします。

 出願準備  帰国後◦ 語学能力強化および語学能力試験の受験
（出願時に証明書が提出できるように早めに
受験すること）

◦ 留学を希望する協定校に関する情報収集

◦ 所属学部・研究科の学事担当に留学に関する
⼿続きや制約などを確認（通年科⽬の取り扱
い、単位認定、進級条件、卒業等について）

◦ 留学フェア、留学説明会などへの参加

◦ 学生部国際交流支援グループ（三田）へ提出
帰国届、留学報告書Ⅱの提出、留学フェアなど
交換留学プログラム運営への協力 など

◦ 所属学部・研究科の学事担当へ提出
就学届、履修申告、単位認定申請 など

2022 2023 2024
9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

募
集

募
集

秋

春

候補生
オリエンテーション

  

候補生
オリエンテーション

  

渡航前
オリエンテーション

  

留学先大学へ出願・語学能力強化
渡航準備（予防接種など）

  

留学先大学へ出願・語学能力強化
渡航準備（予防接種など）

  

受入許可、学内手続（国外留学申請
など）、渡航準備(宿舎の確保、ビザ
申請、保険加入等)

     

受入許可、学内手続（国外留学申請など）、
渡航準備（宿舎の確保、ビザ申請、保険加入等）

     

到着届、留学報告書Ⅰの提出

到着届、留学報告書Ⅰの提出

留学先大学へ出発

  
学
内
選
考
出
願

 
留
学
先
大
学
よ
り
帰
国 

 
学
内
選
考
結
果
発
表

 
学
内
選
考
結
果
発
表

渡航前
オリエンテーション

慶應義塾大学留学フェア
（情報収集）

慶應義塾大学留学フェア
（情報収集）

直前出発準備

直前出発準備 留学先大学へ出発

留学先大学より帰国 

 
学
内
選
考
出
願

慶應義塾大学
留学フェア

（情報収集）
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◦ 春学期の成績を含めた成績証明書は、9月22日以降に発行可能となります。このため、秋募集の出願においては、
成績証明書を9月22日以降に入手のうえ、アップロードを完了してください。

◦ 上記の⽇程は今後変更になる可能性があります。⽇程が変更になった場合は、国際センターのWebサイト等で
お知らせします。

◦ オリエンテーションは塾生本⼈のみを対象とし、参加必須です。正課以外の理由で欠席・遅刻・早退は認められま
せん。無断欠席の場合、派遣生としての資格を取り消すことがあります。

秋募集 春募集

2022年 9月 5日（月） 2023年 5月 1日（月）

2022年 9月30日（金）16：45 2023年 5月26日（金）16：45

2022年11月22日（火） 2023年 7月14日（金）

2022年12月10日（土） 2023年 7月31日（月）

2023年 6月下旬 2023年12月上旬

慶應義塾大学　学生部国際交流支援グループ（三田）
TEL  03-5427-1613

E-mail  ic-student@adst.keio.ac.jp
受付時間  ⽉曜⽇～金曜⽇　8:45～16:45（土・⽇、祝⽇は閉室）

※11:30～12:30は、昼休みにつき担当者不在のため、避けるようにしてください。
※問い合わせは、原則として塾生本⼈がするようにお願いします。

出願開始

出願締切

学内選考結果発表

候補生オリエンテーション

渡航前オリエンテーション

問い合わせ先

2023年度 出願・選考スケジュールⅠ

募集期別 協定校一覧

国・地域 派遣先大学

East Asia ◦3 Campus East Asia

China

◦Beijing Foreign Studies University ◦Beijing Normal Univeristy
◦City Univeristy of Hong Kong ◦Fudan University
◦Jilin University ◦Nanjing University
◦Nankai University ◦Peking University
◦Renmin University of China ◦Shanghai Jiao Tong University
◦The Chinese University of Hong Kong ◦The University of Hong Kong
◦Tsinghua University ◦University of Macau
◦Xi'an Jiaotong University ◦Zhejiang University

Indonesia ◦Universitas Indonesia

Korea
◦Ewha Womans University ◦Korea University
◦Seoul National University ◦Yonsei University

Philippines ◦University of the Philippines

Singapore ◦National University of Singapore ◦Singapore Management University

Taiwan
◦National Chengchi University ◦National Cheng Kung University
◦National Taiwan University

Thailand ◦Chulalongkorn University

Viet Nam ◦Foreign Trade University

Canada

◦Concordia University ◦McGill University
◦Queen's University ◦The University of British Columbia
◦Université de Montréal ◦University of Calgary
◦University of Toronto ◦York University（Canada）

United States of
America

◦Allegheny College ◦American University
◦Boston University ◦Brown University
◦Bryn Mawr College ◦Carnegie Mellon University
◦Dartmouth College ◦Georgetown University
◦Illinois Wesleyan University ◦Manhattanville College
◦Rice University ◦The College of William & Mary
◦The University of North Carolina at Chapel Hill ◦University of California Education Abroad Program
◦University of Hawai’i at Mãnoa ◦University of Illinois at Urbana-Champaign
◦University of Maryland, College Park ◦University of Notre Dame
◦University of Pennsylvania ◦University of Washington
◦The University of Wisconsin-Madison ◦Western Michigan University

Mexico ◦Tecnológico de Monterrey

Austria ◦WU（Vienna University of Economics and Business）

Belgium ◦Universiteit Antwerpen

Denmark ◦Aarhus University

France

◦École normale supérieure（ENS） ◦EDHEC Business School
◦ESSEC Business School ◦HEC Paris
◦INALCO ◦Jean Moulin - Lyon 3 University
◦Sciences Po ◦Toulouse 1 Capitole University
◦Université Côte d'Azur ◦Université de Paris
◦Université de Strasbourg ◦Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
◦Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3

▪秋募集（2023年7月～10月頃留学開始）

◦国際センター派遣交換留学Webサイト
 https://www.ic.keio.ac.jp/keio_student/exchange/
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出願資格Ⅱ
学部生

◦ 学部1年の場合は、出願時に2学期⽬に在籍し、かつ留学時に2年に進級予定の者を出願可と
します。

◦ 学部4年の者は、所属学部において留学することが認められている場合は出願可とします。
留学の可否については、事前に必ず所属学部の学事担当に確認をしてください。
※ 学部4年に在籍する者で、次年度に慶應義塾⼤学⼤学院に在籍予定の者は、 P.071「大学院生および大学

院に進学予定の学部4年生」を参照してください。

※ 2022年5月以降に協定を締結し、2023年度に新たに派遣が可能となる大学がある場合は、国際センターのWebサイト上
で随時お知らせします。

※ 募集状況に応じて、追加募集を行うことがあります。追加募集を実施する場合には、国際センターのWebサイト上でお知らせします。

▶成績（GPA）の算出方法
入学年月日が2017年4月1日以降

成績証明書に記載の⼤学学部１年次からの成績の単位数を以下に当てはめて計算する。
(成績証明書に記載の累積GPA)

1

3

出願時に慶應義塾大学学部1年、2年もしくは3年に在籍している者。

学業成績が優秀であること。  
成績証明書における大学学部１年次からの成績の累積（GPA）が2.00
以上であることかつ、学内選考出願時点で、各協定校の定める成績要件
の最低基準を満たしていること。

（S、A、B、C、D 以外の成績、P、F、？、G 等は計算時に考慮しないこととする。）

国・地域 派遣先大学

Australia
◦The Australian National University ◦The University of Melbourne
◦The University of New South Wales ◦The University of Queensland
◦The University of Sydney

New Zealand ◦The University of Auckland ◦University of Otago

Argentina ◦Universidad Torcuato Di Tella

▪春募集（2024年2月頃留学開始）

◦国際センター派遣交換留学Webサイト　　
https://www.ic.keio.ac.jp/keio_student/exchange/

4S＋3A＋2B＋1C＋0D
S＋A＋B＋C＋D

X＋Y
S＋A＋B＋C＋D

自身の成績が各協定校の定める成績要件の最低基準より低い場合は、当該協定校を志望校と
して挙げることはできません。

2 留学期間終了時まで必ず本学に在籍していること。
※ 学内出願時から留学開始前の学期までの休学を認めますが、派遣候補生になった場合、休学中であっても、各種

オリエンテーションへの参加および協定校への出願を行っていただきます。また、派遣交換留学の開始から終了
までの期間の在籍状況は「留学」となり、学費は慶應義塾大学に全額納入いただきます。この期間中は休学すること
は認められません。 P.048「 2 留学中の学費」をご確認ください。

国・地域 派遣先大学

Germany

◦Freie Universität Berlin ◦Heinrich Heine University Düsseldorf
◦Martin Luther University Halle-Wittenberg ◦RWTH Aachen University
◦Saarland University ◦Technische Universität Darmstadt（TU Darmstadt） 
◦Technische Universität München（TUM） ◦TU Dresden
◦University of Bonn ◦University of Cologne
◦University of Siegen ◦WHU - Otto Beisheim School of Management

Greece ◦National and Kapodistrian University of Athens

Hungary ◦University of Pécs

Ireland ◦University College Dublin

Italy
◦Ca' Foscari University of Venice ◦"L'Orientale" University of Naples
◦Sapienza Università di Roma  ◦Università Bocconi
◦University of Pavia

Netherlands
◦Erasmus University Rotterdam ◦Leiden University
◦University of Amsterdam  ◦VU University Amsterdam

Norway ◦University of Bergen ◦University of Oslo

Poland ◦University of Warsaw

Russia
◦Far Eastern Federal University ◦Lomonosov Moscow State University
◦Saint Petersburg State University

Spain
◦ESADE Business School ◦Pompeu Fabra University（UPF）
◦Universidad de Salamanca（USAL） ◦Universitat Autònoma de Barcelona（UAB）
◦University of Navarra

Sweden
◦KTH ◦Lund University
◦University of Gothenburg ◦Uppsala University

Switzerland
◦University of Bern ◦University of Geneva（UNIGE）
◦University of Lausanne ◦University of St.Gallen
◦University of Zurich

Turkey ◦Boǧaziçi University

United Kingdom

◦Cardiff University ◦King's College London
◦Royal Holloway, University of London ◦SOAS University of London
◦The University of Edinburgh ◦The University of Manchester
◦The University of Sheffield ◦The University of Warwick 
◦University of Birmingham  ◦University of Glasgow
◦University of Southampton  ◦University of St Andrews
◦University of York（UK）
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①  留学するにあたり、各学部の制約や特記事項があります。留学先⼤学で履修した科⽬の単位認定
は、学部ごとに規程（通年科⽬の取り扱いや単位認定・進級・卒業などに関する事項）が異なります。
出願前に履修案内を熟読し、必ず各学部の学事担当者または学習指導担当教員などに確認・相談
してください。4年間で卒業できる場合は、限られています。帰国後に進級を希望する場合は、進
級条件の確認を忘れずに行ってください。

②  医学部在籍者は、交換留学による⻑期留学が医学部のカリキュラム上、難しい場合があります。
必ず事前に学事担当者または学習指導担当教員などに確認・相談してください。また、外国の医学
分野の教育制度上、応募しても派遣交換留学生となることが難しい場合があります。

①  派遣⼈数は募集年度ごとに異なる場合があります。

②  各協定校の応募資格、語学能力等の条件は、募集要項発行時点のものであるため、変更の可能性
があります。
最新の情報は、国際センターのWebサイトで随時お知らせします。

③  過去に全塾の派遣交換留学生として派遣されたことがあり、かつ再度交換留学に応募を希望する
場合は、応募前に必ず学生部国際交流⽀援グループに相談してください。

④  学内選考通過者は、あくまでも「慶應義塾大学派遣交換留学候補生」であり、協定校からの受入許
可をもって正式に留学が決定します。

⑤  協定校の出願資格を満たさない場合、もしくは協定校による急な条件の変更等により、受⼊許可
が出ない場合があります。

⑥  各協定校の履修条件を満たさない場合や登録⼈数制限がある場合は、希望する学科や科⽬の履
修ができない場合があります。また、留学先大学では、学位を取得することはできません。

⑦  学内選考通過後は、原則として留学の辞退を認めていません。
出願前に、留学計画をよく練ってください。

⑧  留学中にかかる費⽤について、保証⼈とよく相談し、事前に保証⼈等の経済的負担者の了解を得
たうえで出願してください。
留学先⼤学への出願⼿続きやビザ取得の⼿続きにおいては、留学期間中の費⽤が準備されてい
ることを証明するために、金融機関の残⾼証明書の提出が出発前に必要となる場合があります。
留学で必要な費⽤は留学する国や⼤学で異なりますが、学費を除いた生活費は、150万円～250万
円程度です。
※ 詳細は、 P.028「 Ⅲ 留学のための費用」、出願する⼤学のWebサイトや過去の派遣交換留学生の留学報告書

等も参照してください。

 海外旅行保険ならびに海外危機管理サポートについて
◦ 派遣交換留学制度を利⽤し留学する塾生は、出発から帰国までの期間を補償する本学指定

の海外旅行保険への加⼊ならびに海外危機管理サポートへの登録が義務付けられています
（12ヵ⽉で15万円程度を予定）。
本学指定の海外旅行保険に加⼊した場合であっても、留学先⼤学や留学先国のビザを取得す
るために現地保険に加⼊が求められる場合は、双方の保険に加⼊する必要があります。

◦ 留学先⼤学から別途加⼊を求められる場合、留学先国・地域や渡航期間によって保険料額は
さまざまで10万円～40万円程度になることがあります。特に北米の一部の⼤学では⾼額な
保険への加⼊が必要になる場合があり、保険料額は本学指定の海外旅行保険と併せて合計
55万円程度になることもあります。

◦ 留学先⼤学で加⼊が求められる保険に関しては、留学先⼤学の都合等で毎年変わる場合が
あり、留学先⼤学への留学の⼿続きを進める中で、各⾃確認していただきます。

◦ 一部の⼤学では、留学先⼤学が指定する一定基準の補償内容をカバーした保険に⽇本で加
⼊していることを指定期⽇までに書面で証明することにより、現地での保険加⼊が免除され
る場合もあります。

◦ 保険の加⼊やビザ申請等は、留学が決まった塾生が各⾃の責任において行うものですので
あらかじめご了解ください。

各学部の制約と特記事項

出願上の留意点

自身の手持ちスコアが各協定校の定める語学能⼒要件の最低基準よりTOEFL iBT総合マイ
ナス9点以内、もしくはIELTS総合マイナス0.5点以内であれば、当該協定校を志望校として
挙げることは可能であるが、学内選考出願時点で要件を満たしている協定校を志望すること
が望ましい。

5

 英語の語学能力証明書が必要な大学への留学を希望する場合  
TOEFL iBT総合70点以上もしくはIELTS総合5.5以上であることかつ、
学内選考出願時点で、原則、各協定校の定める語学能力要件の最低基準
を満たしていること。

誓約書の内容を理解し、保証⼈の承諾を得られること。

誓約書は以下のページからダウンロードが可能です。

6

  https://www.ic.keio.ac.jp/keio_student/exchange/applications.html

※TOEFL iBTはTest Date Scoresのみ有効とします（My Best Scoresは評価されません）。
※IELTSはアカデミック・モジュールのみ受け付けます。
※協定校が定める語学能力要件を満たしていない場合、学内選考時に志望⼤学として挙げることはできても、協定校

出願時までに要件基準を満たすスコアを⽤意する必要があります。
※ 上記の語学能力要件は、学内出願資格として定める必要最低限の基準です。英語に限らず、留学先で使⽤する言語

すべてについて協定校が定める語学能力要件を学内出願時点で満たしていることが強く望まれます。協定校が定め
る語学能⼒要件を満たしていない場合には、原則として協定校からの受入許可がおりません。

※ 英国の学生ビザを取得するために求められる英語能力証明としてTOEFL iBTのスコアは原則として認められてい
ません。英国の協定校への留学を希望する場合には学内出願時にIELTSのスコアを提出することが望ましいです
が、TOEFL iBTのスコアのみでも学内出願は可能です。ただし、留学先⼤学への出願前に速やかにIELTSを受験し、
必要なスコアを取得する必要があります。

※ 英語以外の言語により現地で授業を履修する場合は、その言語の能力を証明する書類が必要です。詳細は、
P.082「 Ⅳ 語学能力証明書」をご確認ください。

出願に関する質問については、P.094「 Ⅸ よくある質問」を確認してください。

各募集時期の書類提出期間内に、 
留学先大学での予定使用言語の証明書を提出できること。

P.078「 3 出願時に登録する内容・必要書類」、P.082「 Ⅳ 語学能力証明書」に示された各言語
の必要書類を参照すること。

4
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大学院生および大学院に進学予定の学部4年生

◦各課程の最終学年に在籍する者は、原則として応募できません。
※質問がある場合は、各応募期間前に、以下宛てに、メールにて相談してください。

◦これまで所属したすべての学部および⼤学院の成績証明書を提出すること。
◦他⼤学出身者は、出身⼤学から成績証明書を取り寄せて提出すること。
◦ ⾃身の成績が各協定校の定める成績要件の最低基準より低い場合は、当該協定校を志望校
として挙げることはできません。

1

6

3

4

5

慶應義塾大学大学院修士課程／前期博士課程、後期博士課程に在籍して
いる者および慶應義塾大学学部4年に在籍する者で、次年度に慶應義塾
大学大学院に進学予定の者。

科⽬履修や論文指導、フィールドワーク等について、 
留学時の具体的な研究計画を明記できること。

学業成績が優秀であること。  
学内選考出願時に学部4年生の場合は、成績証明書に記載されている
大学学部１年次からの成績の累積（GPA）が2.00以上であること。大学
院生の場合は、各課程（修士課程等）の成績の累積（GPA）が3.30以上
であること。  
また、各協定校の定める成績要件の最低基準を満たしていること。

出願時に慶應義塾大学での指導教員からの留学許可を得ていること。 
また、留学を許可する内容の文書（手紙やメール等形式は問いません）を
提出できること。

出願時に各志望大学の指導教員から受入内諾を得ていること。 
また、受入を内諾する内容の文書（手紙やメール等形式は問いません）を
提出できること。なお、当該大学の事情により内諾を得られない場合は、
理由書を提出すること。

相談先 　学生部国際交流支援グループ　　  ic-student@adst.keio.ac.jp

7 各募集時期の書類提出期間内に、 
留学先大学での予定使用言語の証明書を提出できること。

P.078「 3 出願時に登録する内容・必要書類」、P.082「 Ⅳ 語学能力証明書」に示された各言語
の必要書類を参照すること。なお、P.097「協定校別募集要項」に記載されている語学能力要
件は学部生が対象です。⼤学院生の要件については、国際センターのWebサイトに掲載さ
れている「協定校別募集要項」を確認してください。

▶成績（GPA）の算出方法
入学年月日が2017年4月1日以降

成績証明書に記載の⼤学学部もしくは⼤学院１年次からの成績の単位数を以下に当てはめ
て計算する。(成績証明書に記載の累積GPA)

（S、A、B、C、D 以外の成績、P、F、？、G 等は計算時に考慮しないこととする。）

4S＋3A＋2B＋1C＋0D
S＋A＋B＋C＋D

X＋Y
S＋A＋B＋C＋D

⼤学院生が慶應義塾⼤学派遣交換留学制度で留学しようとする場合、学部生とは異なった準備や
プロセスが必要となることがあります。特に欧米の⼤学で、研究内容がより専門的であることから、
留学先の事情により学部生より留学がスムーズに認められず、その結果留学受⼊れ⾃体が不可となる
こともあります。
希望する留学先⼤学への留学を実現するために、事前に情報収集を徹底してください。留学希望先の
⼤学のWebサイトで指導教員候補などを調べ、早めにコンタクトをとり、慶應義塾⼤学での指導教員
にも相談をするようにしてください。

大学院生の留学について

2 留学期間終了時まで必ず本学に在籍していること。
※ 学内出願時から留学開始前の学期までの休学を認めますが、派遣候補生になった場合、休学中であっても、各種

オリエンテーションへの参加および協定校への出願を行っていただきます。また、派遣交換留学の開始から終了
までの期間の在籍状況は「留学」となり、学費は慶應義塾大学に全額納入いただきます。この期間中は休学すること
は認められません。 P.048「 2 留学中の学費」をご確認ください。
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①  ⼤学院生派遣交換留学については、⼤学や分野によっては慶應義塾⼤学からの事前の確認が必
要な場合があります。

◦大学院への交換留学を考えている塾生
　各応募期間の締切4週間前までに、以下宛てに、メールにて相談してください。

出願上の留意点

相談先 　学生部国際交流支援グループ　　  ic-student@adst.keio.ac.jp

②   ⼤学院生は、原則⼤学院相当の課程に留学してください。

③ 派遣⼈数は募集年度ごとに異なる場合があります。

④  各協定校の応募資格、語学能力等の条件は、募集要項発行時点のものであるため、変更の可能性
があります。最新の情報は、国際センターのWebサイトで随時お知らせします。

⑤  過去に全塾の派遣交換留学生として派遣されたことがあり、かつ再度交換留学に応募を希望する
場合は、応募前に必ず学生部国際交流⽀援グループに相談してください。

⑥  学内選考通過者は、あくまでも「慶應義塾大学派遣交換留学候補生」であり、協定校からの受入許
可をもって正式に留学が決定します。

⑦  協定校の出願資格を満たさない場合、もしくは協定校による急な条件の変更等により、受⼊許可
が出ない場合があります。

⑧  各協定校の履修条件を満たさない場合や登録⼈数制限がある場合は、希望する学科や科⽬の履
修ができない場合があります。また、留学先大学では、学位を取得することはできません。

⑨  学内選考通過後は、原則として留学の辞退を認めていません。
出願前に、留学計画をよく練ってください。 

⑩  留学中にかかる費⽤について、保証⼈とよく相談し、事前に保証⼈等の経済的負担者の了解を得
たうえで出願してください。
留学先⼤学への出願⼿続きやビザ取得の⼿続きにおいては、留学期間中の費⽤が準備されてい
ることを証明するために、金融機関の残⾼証明書の提出が出発前に必要となる場合があります。
留学で必要な費⽤は留学する国や⼤学で異なりますが、学費を除いた生活費は、150万円～250万
円程度です。

※ 詳細は、 P.028「 Ⅲ 留学のための費用」、出願する⼤学のWebサイトや過去の派遣交換留学生の留学報告書
等も参照してください。

 海外旅行保険ならびに海外危機管理サポートについて
◦ 派遣交換留学制度を利⽤し留学する塾生は、出発から帰国までの期間を補償する本学指定

の海外旅行保険への加⼊ならびに海外危機管理サポートへの登録が義務付けられています
（12ヵ⽉で15万円程度を予定）。
本学指定の海外旅行保険に加⼊した場合であっても、留学先⼤学や留学先国のビザを取得
するために現地保険に加⼊が求められる場合は、双方の保険に加⼊する必要があります。

◦ 留学先⼤学から別途加⼊を求められる場合、留学先国・地域や渡航期間によって保険料額は
さまざまで10万円～40万円程度になることがあります。特に北米の一部の⼤学では⾼額な
保険への加⼊が必要になる場合があり、保険料額は本学指定の海外旅行保険と併せて合計
55万円程度になることもあります。

◦ 留学先⼤学で加⼊が求められる保険に関しては、留学先⼤学の都合等で毎年変わる場合が
あり、留学先⼤学への留学の⼿続きを進める中で、各⾃確認していただきます。

◦ 一部の⼤学では、留学先⼤学が指定する一定基準の補償内容をカバーした保険に⽇本で加⼊
していることを指定期⽇までに書面で証明することにより、現地での保険加⼊が免除される
場合もあります。

◦ 保険の加⼊やビザ申請等は、留学が決まった塾生が各⾃の責任において行うものですので
あらかじめご了解ください。

留学するにあたり、各研究科の制約や特記事項があります。留学先⼤学で履修した科⽬の単位認定は、
研究科ごとに規程（通年科⽬の取り扱いや単位認定・進級・卒業などに関する事項）が異なります。
出願前に履修案内を熟読し、必ず指導教員および各研究科の学事担当者などに確認・相談してください。
帰国後に在学年数への算⼊を希望する者は、所属研究科の学事担当窓口にて⼿続きを取ってください。

各研究科の制約と特記事項

出願に関する質問については、P.094「 Ⅸ よくある質問」を確認してください。

誓約書は以下のページからダウンロードが可能です。

9 誓約書の内容を理解し、保証⼈の承諾を得られること。

  https://www.ic.keio.ac.jp/keio_student/exchange/applications.html

※TOEFL iBTはTest Date Scoresのみ有効とします（My Best Scoresは評価されません）。
※IELTSはアカデミック・モジュールのみ受け付けます。
※協定校が定める語学能力要件を満たしていない場合、学内選考時に志望⼤学として挙げることはできても、協定校

出願時までに要件基準を満たすスコアを⽤意する必要があります。
※ 上記の語学能力要件は、学内出願資格として定める必要最低限の基準です。英語に限らず、留学先で使⽤する言語

すべてについて協定校が定める語学能力要件を学内出願時点で満たしていることが強く望まれます。協定校が定め
る語学能⼒要件を満たしていない場合には、原則として協定校からの受入許可がおりません。

※ 英国の学生ビザを取得するために求められる英語能力証明としてTOEFL iBTのスコアは原則として認められてい
ません。英国の協定校への留学を希望する場合には学内出願時にIELTSのスコアを提出することが望ましいです
が、TOEFL iBTのスコアのみでも学内出願は可能です。ただし、留学先⼤学への出願前に速やかにIELTSを受験し、
必要なスコアを取得する必要があります。

※ 英語以外の言語により現地で授業を履修する場合は、その言語の能力を証明する書類が必要です。詳細は、
P.082「 Ⅳ 語学能力証明書」をご確認ください。

自身の手持ちスコアが各協定校の定める語学能⼒要件の最低基準よりTOEFL iBT総合マイ
ナス9点以内、もしくはIELTS総合マイナス0.5点以内であれば、当該協定校を志望校として
挙げることは可能であるが、学内選考出願時点で要件を満たしている協定校を志望すること
が望ましい。

8

 英語の語学能力証明書が必要な大学への留学を希望する場合  
TOEFL iBT総合70点以上もしくはIELTS総合5.5以上であることかつ、
学内選考出願時点で、原則、各協定校の定める語学能力要件の最低基準
を満たしていること。
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出願方法Ⅲ

派遣交換留学への出願は、

を通じ行います。

以下を参考に、出願⼿続きを行ってください。なお、「KEIO IC-NET 操作マニュアル」を国際セン
ターのWebサイトに掲載していますので、必ず確認してください。

1 出願方法

◦KEIO IC-NET　　 https://studyabroad.gakuji.keio.ac.jp

個人情報の取扱いについて

◦ 出願の際に提供された個⼈情報は、学校法⼈慶應義塾の「個⼈情報保護基本方針」および「個⼈情報保護規程」に基づき、
外部流出等がないよう安全かつ厳密に管理します。

◦ 個⼈情報は、当該年度慶應義塾⼤学派遣交換留学の選考および事務⼿続き、応募者や派遣交換留学生への連絡、派遣交換
留学生の留学準備、危機管理に使⽤します。当該⽬的以外には使⽤しません。

◦ 学内選考を通り、派遣交換留学候補生となった際は、慶應義塾⼤学の交換留学の活性化に寄与していただくため、また交換
留学生が留学へ向けた準備や留学先での生活をより円滑に進めることを⽬的として、同年度および翌年度の派遣交換候補
生決定者、ならびに留学へ出発する年度から帰国する年度までに来⽇する、海外協定校からの交換留学生へ、氏名・メールア
ドレス・留学先⼤学名についての個⼈情報を名簿として配布します。

◦ 個⼈情報は、上項の場合を除いて、第三者に開示・提供・預託することはありません。

留学計画の作成
「KEIO IC-NET」で必要事項を確認後、志望理由、留学先での学習・研究計画、志望校別志
望理由をWord等に書き起こす。

顔写真の撮影または証明書写真のスキャニング
顔写真を撮影あるいは証明書写真をスキャンし、JPEG（JPG）形式またはPNG形式で保
存する（ファイルのサイズは5MB以下、カラー推奨）。
※⾃宅等にスキャナがない場合は、各キャンパスにあるパソコン室等でスキャンすること。

必要書類の準備・保存
出願に必要な書類（ 詳細は、P.078、P.080 ）を準備のうえ、スキャンし、PDF形式で
保存する（各ファイルのサイズは5MB以下、モノクロ推奨）。
※⾃宅等にスキャナがない場合は、各キャンパスにあるパソコン室等でスキャンすること。

「KEIO IC-NET」による出願
国際センターのWebサイトから「KEIO IC-NET」にアクセスし、指示に従い出願を行う。

願書の保管
出願が完了したら、願書PDFをプリントアウトし控えとして保管する。

STEP

1

STEP

2

STEP

3

STEP

4

STEP

5

出願手順 

  https://www.ic.keio.ac.jp/keio_student/exchange/applications.html

◦必ず出願者本人が入力・送信してください。

◦ 出願期間外のデータ送信は無効です。コンピューターの不具合等によるデータ送信の遅れやア
クセスが集中したために時間内にデータの送信ができなかった場合でも考慮はされません。

　最終日はアクセスが集中することが予想されますので、ご注意ください。

◦ 出願締切直前に初めて「KEIO IC-NET」にアクセスし、時間が足りず締切までに出願を完了でき
ない塾生が、毎期一定数います。遅くとも締切の1週間前までに「KEIO IC-NET」の登録を始め、
3日前までには一度出願を完了させることを強く推奨します。
出願締切日時までは、何度でも再提出することができます。

◦ 顔写真は、デジタルカメラで撮影したもの、証明書写真機で撮影したデータ、証明書写真をス
キャンしたもの等を、JPEG（JPG）形式またはPNG形式で保存し、アップロードしてください。

　縦4cm（453ピクセル）×横3cm（340ピクセル）のサイズが⽬安です。

◦ 成績証明書や語学能力証明書等は、スキャンのうえ、PDF形式にしてアップロードしてください。
自宅等にスキャナがない場合には、各キャンパスのパソコン室等でスキャンしてください。
書類をカメラ等で撮影したものは認めません。

◦ 必ず出願内容を確認できるもの（願書PDF）をプリントアウトし保管してください。

◦ 入力内容およびアップロードした書類に不備がある場合、選考の対象にならないことがあります。
各自責任を持って確認してください。

出願時の注意事項
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▪学部生の場合

以下の項⽬について、入力すること。

❶ 学生情報 各項⽬について⼊力すること。

❷ 履歴 経歴、海外渡航歴や研究・課外活動について⼊力すること。

❸  志望理由（日本語・
留学先大学使用

　言語(＊)）

留学を志望する理由を⼊力すること。
⽇本語および留学先⼤学使⽤言語で作成してください。⽇本語は800字程度、留学先⼤
学使⽤言語は500words程度で記載してください。

❹   留学先での学習・
　研究計画（日本語・
　留学先大学使用
　言語(＊)）

慶應義塾⼤学での学習・研究を踏まえ、科⽬履修、フィールドワーク等について、留学時
の具体的な学習・研究計画について⼊力すること。
第1志望校に絞って作成するか、すべての志望校に共通するものを作成するか等、決まり
はありません。
⽇本語および留学先⼤学使⽤言語で作成してください。⽇本語は800字程度、留学先⼤
学使⽤言語は500words程度で記載してください。

❺  志望校別志望理由
　（日本語・留学先
　大学使用言語(＊)）

志望⼤学を志望順に選択し、各⼤学の志望理由を⽇本語および留学先⼤学使⽤言語で
作成すること。
⽇本語は100字以上200字以内、留学先⼤学使⽤言語は60words以上120words以
内で記載してください。
◦ 学内選考通過後は、原則として留学の辞退を認めていません。志望⼤学について丁寧

に調べ、本当に留学を希望する⼤学のみを選択してください。第6志望まですべて埋め
る必要はありません。ただし、希望者数が当該⼤学の募集⼈数を超える場合には、相対
評価が行われるため、志望⼤学が少ないと留学できなくなる可能性が⾼まります。

◦ 第6志望まで選択した出願者は、志望する6校以外の⼤学へも留学を希望するか否か
を選択してください。一次選考通過者のうち、志望する6校への派遣が決まらなかった
が、選考において一定基準を満たすと判断された出願者に対して、派遣交換留学候補
生が決まらなかった協定校を対象とした追加選考の案内をする場合があります（追加
選考に出願するか否かは、案内された際に検討してください）。

◦ マギル⼤学、クィーンズ⼤学、ブリティッシュ・コロンビア⼤学、モントリオール⼤学、
トロント⼤学、ヨーク⼤学（カナダ）、ペンシルバニア⼤学、トゥールーズ第1⼤学、ストラス
ブール⼤学、ケルン⼤学、エラスムス⼤学ロッテルダムを志望する場合は、志望する
学部・学科名を所定欄に明記してください（学部名は、国際センターWebサイト内の
協定校別募集要項にあるUndergraduate／Graduate program open to 
exchange studentの欄を参照すること）。

◦ カリフォルニア⼤学EAPを志望校に挙げる場合は、必ず第3希望まで、希望するキャン
パスを選択してください。

(＊) 【重要】留学先大学使用言語
留学先で履修する予定の授業で使⽤される言語を指します。P.087「 Ⅶ 授業開講言語一覧」ならびにP.097「協定校別募集
要項」を参照してください。英語圏以外の国で、英語で行われる授業のみを履修する場合は、英語で計画書を提出してくだ
さい。複数の言語で授業履修を計画している場合は、それぞれの言語で留学計画書を作成します（例えば、留学先で英語と
フランス語で行われる授業を履修する場合は、英語とフランス語で作成）。⼊力する内容は、⽇本語と同じでもかまいません。

3 出願時に登録する内容・必要書類

For application details written in English, please refer to the website below.

Students who are expecting to earn their degrees in English （e.g. PEARL or GIGA 
program） are allowed to complete the application, and to take the interview 
(second screening) in English.
For students that English is your first language (mother tongue), the submission 
of one of the following documents will be accepted instead of a TOEFL iBT or 
IELTS scores. However, keep in mind that you are required to submit all necessary 
documents by the internal application deadline even if you submit one of the 
following documents. In addition, if you are required to submit either TOEFL iBT or 
IELTS scores when submitting your application to the overseas university you plan 
to study at upon passing the internal screening, you must submit this document as 
requested. 

▶ For students who studied in countries where English is the first language and 
where classes are given in English (including Ireland, the United Kingdom, 
Australia, Canada (excluding Quebec), New Zealand, and the United States of 
America, but not including countries where English is one of multiple official 
languages or where classes are given in English in a country where English is not 
the official language), documents that prove they were enrolled from junior high 
to high school for a total of five years or more in one or more of these countries 
(e.g., official English academic transcripts from the educational institutions that 
shows grades over the five or more years you were enrolled).

▶ International Baccalaureate final examination academic transcripts of Group 1 
(Studies in language and literature) Courses in English (Language A: literature; 
Language A: language and literature; and Literature and performance). 

▶ SAT (Scholastic Assessment Test) score report for the Evidence-Based Reading 
and Writing section 

▶ ACT (American College Test) student report

2 英語での出願を希望する塾生
Students who wish to apply in English

https://www.ic.keio.ac.jp/keio_student/exchange/en.html
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▪大学院生および大学院進学予定の学部4年生の場合

以下の項⽬について、入力すること。

❶ 学生情報 各項⽬について⼊力すること。

❷ 履歴 経歴、海外渡航歴、研究歴、主要論⽂の要約を含むこと。

❸  志望理由（日本語・
留学先大学使用

　言語(＊)）

留学を志望する理由を⼊力すること。
⽇本語および留学先⼤学使⽤言語で作成してください。⽇本語は1,000字程度、留学先
⼤学使⽤言語は800words程度で記載してください。

❹   留学先での学習・
　研究計画（日本語・
　留学先大学使用
　言語(＊)）

慶應義塾⼤学での研究を踏まえ、科⽬履修、研究指導、フィールドワーク等について、留
学時の具体的な学習・研究計画を書くこと。
第1志望校に絞って作成するか、すべての志望校に共通するものを作成するか等、決まり
はありません。
⽇本語および留学先⼤学使⽤言語で作成してください。⽇本語は1,000字程度、留学先
⼤学使⽤言語は800words程度で記載してください。

❺  志望校別志望理由
　（日本語・留学先
　大学使用言語(＊)）

志望⼤学を志望順に選択し、各⼤学の志望理由を⽇本語および留学先⼤学使⽤言語で
作成すること。
⽇本語は100字以上200字以内、留学先使⽤言語は60words以上120words以内で
記載してください。
◦ 学内選考通過後は、原則として留学の辞退を認めていません。志望⼤学について丁寧

に調べ、本当に留学を希望する⼤学のみを選択してください。第6志望まですべて埋
める必要はありません。ただし、希望者数が当該⼤学の募集⼈数を超える場合には、
相対評価が行われるため、志望⼤学が少ないと留学できなくなる可能性が⾼まります。

◦ 第6志望まで選択した出願者は、志望する6校以外の⼤学へも留学を希望するか否か
を選択してください。一次選考通過者のうち、志望する6校への派遣が決まらなかった
が、選考において一定基準を満たすと判断された出願者に対して、派遣交換留学候補
生が決まらなかった⼤学を対象とした追加選考の案内をする場合があります（追加選
考に出願するか否かは、その際に検討してください）。

◦ マギル⼤学、クィーンズ⼤学、ブリティッシュ・コロンビア⼤学、モントリオール⼤学、
トロント⼤学、ヨーク⼤学（カナダ）、トゥールーズ第1⼤学、ストラスブール⼤学、ケルン
⼤学、エラスムス⼤学ロッテルダムを志望する場合は、志望する研究科名を所定欄に
明記してください（研究科名は、国際センターWebサイト内の協定校別募集要項に
あるGraduate program open to exchange studentの欄を参照すること）。

◦ カリフォルニア⼤学EAPを志望校に挙げる場合は、必ず第3希望まで、希望するキャン
パスを選択してください。

(＊) 【重要】留学先大学使用言語
留学先で履修する予定の授業で使⽤される言語を指します。P.087「 Ⅶ 授業開講言語一覧」ならびにP.097「協定校別募集
要項」を参照してください。英語圏以外の国で、英語で行われる授業のみを履修する場合は、英語で計画書を提出してくだ
さい。複数の言語で授業履修を計画している場合は、それぞれの言語で留学計画書を作成します（例えば、留学先で英語と
フランス語で行われる授業を履修する場合は、英語とフランス語で作成）。⼊力する内容は、⽇本語と同じでもかまいません。

以下の書類をアップロードすること（各ファイルのサイズは5MB以下推奨）。

❶ 顔写真 脱帽上半身正面、背景なし、直近3ヵ⽉以内に撮影したもの。サイズは縦4cm（453ピク
セル）×横3cm（340ピクセル）が⽬安です。スナップ写真を切り抜いたものは受け付け
られません。

❷ 成績証明書 最新の和文成績証明書（各キャンパスの証明書発行機またはコンビニエンスストアにて
発行してください。keio.jpの学業成績表とは異なるので注意）。
◦ 学⼠⼊学等をした場合は、現在の成績証明書に加えて、以前在籍していたすべての

学部の成績証明書をアップロードしてください。
◦ 秋募集に出願する場合は、2022年9⽉22⽇以降に発行される2022年度春学期まで

の成績証明書を、春募集については、2022年度秋学期までの成績証明書をアップ
ロードしてください。

◦ 成績証明書発行についての詳細は、塾生サイトを確認してください。　
　  https://www.students.keio.ac.jp/com/procedure/certificate/issue.html

❸  語学能力証明書 留学先⼤学使⽤言語の公的機関が発行する能⼒証明書。以下の該当言語の指定書類、
P.082「 Ⅳ 語学能力証明書」ならびにP.097「協定校別募集要項」の各⼤学の語学能力
基準を確認すること。出願期間中に指定された語学能力証明書をアップロードできない
場合は、いかなる理由があっても遅延を認めません。

英語で授業を履修する場合
▶英語の公的機関が発行する語学能力証明書。
◦TOEFL iBT、IELTS 

英語以外の言語で授業を履修する場合
▶各種語学能力試験もしくは語学担当教員による語学能力証明書。
※ 原則、公的な語学能力試験の証明書を提出してください。公的な語学能力試験の証明書が出願

期間内に⽤意できない場合に限り、例外的に、語学担当教員作成の語学能力証明書の提出を
認めます。

❹   誓約書 保証⼈とよく相談したうえで出願者および保証⼈が署名および捺印してください。
また、捺印のうえ、交換留学終了後まで⼤切に保管してください。
誓約書は以下のページからダウンロードが可能です。
  https://www.ic.keio.ac.jp/keio_student/exchange/applications.html
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語学能力証明書Ⅳ
派遣交換留学の学内選考の出願には、必ず留学先大学使用言語（留学先で履修予定の授業で使用される
言語）の能力を証明する書類が必要です。原則として、1つの言語につき1種類の証明書を提出してくだ
さい。複数の証明書を提出したい場合には、1種類につき1枚のみ提出できます（例えば、TOEFL iBTの
結果を複数提出することは認めません）。次の表を参照し、早めに語学試験受験等の計画を立ててくだ
さい。
なお、志望理由や留学先での学習・研究計画等を書いていない言語や志望する大学で授業が開講され
ていない言語は、留学先大学使用言語とは認めず、証明書は受け付けませんので注意してください。

英語で授業を履修する場合

TOEFL iBT、IELTSの語学能⼒証明書
◦ TOEFL iBT・IELTSいずれの場合も受験後2年以内であること。
〈例〉2023年度秋募集に出願する場合

・受験⽇が2020年10⽉1⽇以降の場合は有効
・受験⽇が2020年9⽉30⽇以前の場合は無効

◦ TOEFL iBTはTest Taker Score Report（受験者⽤控えスコア票）、IELTS
はTest Report Formをアップロードすること。

◦ IELTSはアカデミック・モジュールのみ受け付けます。
◦ 証明書はテスト1種類につき1枚のみ提出を可とする。
◦ 英語が母語の塾生に限り、TOEFL iBTあるいはIELTSに代わり、以下の書類

の提出を可とする。ただし、以下の証明書を提出する場合であってもすべて
の出願登録を学内出願締切⽇までに行うことに留意すること。また学内選考
通過後、留学予定⼤学に願書を提出する際に、TOEFL iBTあるいはIELTSの
提出を求められた場合は、その指示どおりに提出すること。
▶ 英語を第一言語とし、かつ授業が英語で行われた国（アイルランド、英国、

オーストラリア、カナダ（ケベック州以外）、ニュージーランド、もしくは米国
等。英語が複数の公⽤語のうちの一つである国や、公⽤語が英語でない国
で授業が英語だった場合は含まれない）で、中学校から⾼等学校にわたって
の在籍年数が通算5年以上であることを証明する書類（5年間以上の成績
が把握できる在籍した教育機関からの公式な英⽂成績証明書等）

▶ 国際バカロレア（IB）　第一科⽬群　英語（1言語と⽂学　言語A：⽂学、言
語A：言語と⽂学、⽂学と演劇）の最終試験の成績証明書

▶ SAT（Scholast ic  Assessment Test）score report  for  the 
Evidence-Based Reading and Writing sectionの証明書

▶ ACT（American College Test）の証明書

韓国語で授業を履修する場合 韓国語能⼒試験（TOPIK）、「ハングル」能⼒検定試験、
韓国語能⼒評価試験（KLAT）、語学担当教員作成の語学能⼒証明書（＊）

インドネシア語で 
授業を履修する場合 インドネシア語技能検定試験、語学担当教員作成の語学能⼒証明書（＊）

中国語で授業を履修する場合
HSK中国語検定、中国語検定試験、華語文能⼒測検（台湾の協定校を志望する
場合のみ）、語学担当教員作成の語学能⼒証明書（＊）

◦ HSK中国語検定の場合、出願時に級および点数も⼊力すること。

以下の書類をアップロードすること（各ファイルのサイズは5MB以下推奨）。

❶ 顔写真 脱帽上半身正面、背景なし、直近3ヵ⽉以内に撮影したもの。サイズは縦4cm（453ピク
セル）×横3cm（340ピクセル）が⽬安です。スナップ写真を切り抜いたものは受け付け
られません。

❷ 成績証明書 最新の和文成績証明書（各キャンパスの証明書発行機またはコンビニエンスストアにて
発行してください。keio.jpの学業成績表とは異なるので注意）。
◦ これまで所属したすべての学部および⼤学院の成績証明書をアップロードしてください。
他⼤学出身者は、出身⼤学から成績証明書を取り寄せてアップロードしてください。

◦ 学⼠⼊学等をした場合は、現在の成績証明書に加えて、以前在籍していたすべての
学部の成績証明書をアップロードしてください。

◦ 秋募集に出願する場合は、2022年9⽉22⽇以降に発行される2022年度春学期まで
の成績証明書を、春募集については、2022年度秋学期までの成績証明書をアップ
ロードしてください。

◦ 成績証明書発行についての詳細は、塾生サイトを確認してください。
　  https://www.students.keio.ac.jp/com/procedure/certificate/issue.html

❸  語学能力証明書 留学先⼤学使⽤言語の公的機関が発行する能⼒証明書。以下の該当言語の指定書類、
P.082「 Ⅳ 語学能力証明書」ならびにP.097「協定校別募集要項」の各⼤学の語学能力
基準を確認すること。出願期間中に指定された語学能力証明書をアップロードできない
場合は、いかなる理由があっても遅延を認めません。

英語で授業を履修する場合
▶英語の公的機関が発行する語学能力証明書。
◦TOEFL iBT、IELTS 

英語以外の言語で授業を履修する場合
▶各種語学能力試験もしくは語学担当教員による語学能力証明書。
※ 原則、公的な語学能力試験の証明書を提出してください。公的な語学能力試験の証明書が出願

期間内に⽤意できない場合に限り、例外的に、語学担当教員作成の語学能力証明書の提出を
認めます。

❹   留学許可書 慶應義塾大学での指導教員から留学を許可する文書。⼿紙やメール等、形式は問いません。

 ❺ 受入承諾書 志望大学の指導教員から受入の内諾を示す文書。通常、正式に出願していないため、正
式な受⼊承諾（Letter of Acceptance）は発行されませんが、交換留学生として正式
に出願した際には、指導教員となってもらえるかを確認すること。メール等⽂書の形式は
問いません。複数の⼤学を志望する場合、それぞれの⼤学ごとに、受⼊承諾書を提出して
ください。なお、当該⼤学の事情により提出できない場合は、理由書を提出してください。

❻   GREテストスコア
（該当者のみ）

GRE(General Test・Subject Test)のスコア。米国の⼤学院に留学する場合、プログ
ラムによってはGREのスコアが必要になります。各⾃で希望⼤学院において必要なGRE
を確認・受験し、出願期間内にスコアを提出してください。

❼   大学院合格証明書
（該当者のみ）

学部4年に在籍し、なおかつ応募時の次年度に⼤学院学生として留学を希望する場合、
慶應義塾⼤学の研究科からの合格証明書をアップロードしてください。派遣交換留学
への出願後に⼤学院⼊学試験を受験する場合は、⼤学院合格後に提出してください。
ただし、⼤学院⼊学試験が不合格だった場合は、派遣交換留学候補生の資格が取り消し
となります。

❽   誓約書 保証⼈とよく相談したうえで出願者および保証⼈が署名および捺印してください。
また、捺印のうえ、交換留学終了後まで⼤切に保管してください。
誓約書は以下のページからダウンロードが可能です。
  https://www.ic.keio.ac.jp/keio_student/exchange/applications.html

 スコアレポートが⼿元に届いていない場合のみ、オンラインにて閲覧できるスコアのプリントアウトのアップロードを
可とします。
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選考Ⅴ

◦ 書類審査
※2023年度の選考から面接審査が廃止となりました。

① 留学計画　⽬的や内容、留学希望大学に関する知識等
② 専門分野に関する知識　専門性や学業成績
③ 自己表現の明確さ 
④ 自立心・精神的成熟度・社会性・積極性・協調性
⑤ 留学先大学使用言語の聴解力・口頭表現力・読解力・作文力
⑥ 異文化に対する適応力や柔軟性

① 留学計画 ⽬的や内容、留学希望大学に関する知識等
② 専門分野に関する知識　専門性や学業成績
③ 自己表現の明確さ 
④ 自立心・精神的成熟度・社会性・積極性・協調性
⑤ 留学先大学使用言語の聴解力・口頭表現力・読解力・作文力
⑥ 異文化に対する適応力や柔軟性
⑦ 留学先での研究計画の内容

1

2

審査

選考で重視されるポイント

▪学部生

▪大学院生

学業成績や語学能力だけを重視した選考ではありません。

フランス語で 
授業を履修する場合 DELF／DALF、実⽤フランス語技能検定試験、TCFの語学能⼒証明書（＊）

ドイツ語で 
授業を履修する場合

ゲーテ・インスティトゥート検定試験の証明書、ゲーテ・インスティトゥート検定試
験の講座受講証明書、TestDaf、ドイツ語技能検定試験、オーストリア政府公
認ドイツ語能⼒検定試験、語学担当教員作成の語学能⼒証明書（＊）

スペイン語で 
授業を履修する場合 DELE、スペイン語技能検定、語学担当教員作成の語学能⼒証明書（＊）

イタリア語で 
授業を履修する場合 CILS、実⽤イタリア語検定試験、語学担当教員作成の語学能⼒証明書（＊）

ロシア語で 
授業を履修する場合

ロシア語検定試験、ロシア語能⼒検定試験、
語学担当教員作成の語学能⼒証明書（＊）

その他言語で 
授業を履修する場合 各種公的な語学能⼒試験、語学担当教員作成の語学能⼒証明書（＊）

 語学担当教員作成の語学能力証明書
公的な語学能⼒試験の証明書が出願期間内に⽤意できない場合に限り、例外的に、語学担当教員
作成の語学能力証明書での提出を認めます。語学能力証明書は、担当教員から、直接国際センター
宛にオンラインフォームにて提出となります。提出までの流れは、国際センターWebサイトにて
お知らせします。
※ 学内選考出願時には語学担当教員による語学能力証明書のみでも出願を受け付けますが、協定校への出願時には、通常、

公的機関による語学能力証明書の提出が求められます。試験によっては年数回しか実施がないものもあるため、計画的に
受験してください。

（＊） 学内出願時は、原則、公的な語学能力試験の証明書を提出してください。公的な語学能力試験の証明
書が出願期間内に用意できない場合に限り、例外的に、語学担当教員作成の語学能力証明書の提出
を認めます。
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 必ず複数の大学を比較検討しましょう。比べることでそれぞれの大学の特徴が見えてきます。

ほとんどの協定校で、英語による授業を開講しています（ P.087「　 授業開講言語一覧」）。第二外
国語として学んでいる言語の地域に留学し、授業は英語、日常生活はその第二外国語を使う、というのも
おすすめです。

 日本でよく知られた大学が、自分の留学先として最も適しているとは限りません。本学の協定校は、たと
え日本ではあまり知られていなかったとしても、世界的には評価の高い大学ばかり。大学の名前やイメー
ジだけで志望校を選ぶのはやめましょう。

志望大学選択時の留意点ポイント

協定校別募集要項 P.097／Webサイト　協定校別募集要項

協定校別の重要情報をまとめて掲載しています。必ずよく確認してください。国際センターWebサイトの協定
校別募集要項は、随時更新しますので、定期的に確認するようにしましょう。ページの見方は、P.099に記載し
ています。

協定校Webサイト
交換留学生向けのWebページを各協定校が作成しています。協定校別募集要項より詳しい内容が掲載され
ています。大学の規模や環境、授業の詳しい内容等を知りたいときは、調べてみましょう。協定校別募集要項
に各協定校のURLが記載されています。動画などで大学の魅力をコンパクトに紹介していることもあります。

派遣交換留学生報告書
国際センターのWebサイトに掲載されています（keio.jpの認証が必要）。本学から世界各地の協定校へ留
学した交換留学生による留学生活の報告書です。実際の留学生活をイメージするのに役立つでしょう。ただ
し、塾生個⼈の体験に基づき作成した報告書であり、また記載されている内容は留学時の情報に基づくため、
現在では制度やカリキュラムなどが変更されている可能性がありますのでご了承ください。

協定校パンフレット
日吉コミュニケーション・ラウンジ（日吉キャンパス第4校舎独立館地下1階）やグローバル・ラウンジ（三田
キャンパス南校舎1階）では、協定校のパンフレット・案内冊子が閲覧できます。いろいろな大学を一度に比べ
たい、という時にはぜひ立ち寄ってみてください。

参考情報 協定校情報の調べ方

Ⅶ
巻末の「留学プランニングシート」等を使いながら、自分自身の留学の動機や⽬的を見つめ直しましょう。
留学したい国や大学を限定し、選択肢を狭めるのではなく、留学の動機・⽬的に照らし合わせたうえで留
学先を選ぶことが、充実した留学生活への第一歩です。留学の動機・⽬的がはっきりしてきたら、以下の

「志望大学の選び方 ヒント」を参考にしながら、志望する大学を選びましょう。

志望大学の選び方Ⅵ

留学先で使用したい言語（留学先大学使用言語）を決める 
P.087　授業開講言語一覧　　 P.097／Webサイト　協定校別募集要項

主にどの言語を使用し学びたいか考えてみましょう。今後ますます英語はできて当たり前という世の中になっ
ていくことでしょう。英語以外の言語、あるいは英語＋もう一言語を使って留学することも、ぜひ考えてみてく
ださい。

自分自身の語学レベルを把握する 
P.023　語学能力試験　　 P.082　語学能力証明書

英語を使って留学したい方は、学内選考の出願締め切り3ヵ月前までには、TOEFL iBTまたはIELTSを受験す
ることを強く推奨します。派遣交換留学では、英検やTOEICを語学能力証明書として受け付けませんので注意
してください。言語によっては、年に数回しか試験を実施しないものもあるので、注意しましょう。

協定校別の出願資格を確認する 
P.097／Webサイト　協定校別募集要項

学内選考の出願資格だけでなく、協定校別にも出願資格（学年・語学レベル・GPA等）が定められています。
よく確認してください。

大学の規模・授業スタイル・環境を調べる 
P.097／Webサイト　協定校別募集要項　 協定校Webサイト　 派遣交換留学生報告書

本学のような大規模な総合大学で学びたいか、あるいは小規模の大学で学びたいか。授業のスタイルは、講義形
式か、ディスカッション形式か。都心のキャンパスがいいか、緑豊かな広大なキャンパスがいいかなど。どのような
特徴を持った大学で、どのような留学生活を送りたいか、具体的にイメージしたうえで、調べてみましょう。多くの
場合、大学の近くに住むことになります。留学先大学＝生活の場でもある、ということも忘れないでください。
行き先によって留学費用は大きく異なります。国や地域によってはかなり費用を抑えることも可能です。

学びたい分野や科⽬が履修できるか確認する 
P.097／Webサイト　協定校別募集要項　　 協定校Webサイト

協定校で開講されているすべての科⽬を、交換留学生が履修できるとは限りません。また、慶應での所属学部
や履修科⽬によって、留学先大学で履修できる科⽬に制限がある場合もあります。自分が学びたい分野が履修
できる大学を必ず選び、渡航後も柔軟に対応できるようにしておきましょう。

志望大学の選び方 ヒント
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各協定校で、授業が開講されている言語は以下のとおりです。協定校が定める語学能力基準は、 
P.097「協定校別募集要項」を参照してください。

複数言語で授業が開講されている場合は、一言語のみで授業を履修する計画を立てても問題ありません
（必須言語がある場合を除く）。ただし、各言語による開講科⽬数や分野等には偏りがある場合も多いた
め、必ず各自で協定校Webサイトも確認してください。

国・地域 協定校 募集 英語 韓国語 中国語 フランス語 ドイツ語 スペイン語 その他言語 備考
East Asia 3 Campus East Asia 秋 ○

China

Beijing Foreign Studies 
University 秋 ○ ○ 英語で開講されているのは

ビジネス、英⽂学の分野のみ
Beijing Normal University 秋 ○ ○
City Univeristy of Hong Kong 秋 ○
Fudan University 秋 ○ ○

Jilin University 秋 ○ ○ 英語で開講されているのは
経済・法学の分野のみ

Nanjing University 秋 ○ ○

Nankai University 秋 ○ ○ 英語で開講されているのは
ビジネス、経済の分野のみ

Peking University 秋 ○ ○
Renmin University of China 秋 ○
Shanghai Jiao Tong University 秋 ○ ○
The Chinese University of Hong Kong 秋 ○
The University of Hong Kong 秋 ○
Tsinghua University 秋 ○ ○
University of Macau 秋 ○ ○
Xi'an Jiaotong University 秋 ○
Zhejiang University 秋 ○ ○

Indonesia Universitas Indonesia 秋 ○ インドネシア語

Korea

Ewha Womans University 秋 ○ ○
Korea University 秋 ○ ○
Seoul National University 秋 ○ ○
Yonsei University 秋 ○ ○

Taiwan

National Chengchi University 秋 ○ ○
National Cheng Kung University 秋 ○ ○

National Taiwan University 秋 ○ ○ The Department of 
Anthropologyは中国語のみ

Philippines University of the Philippines 秋 ○

Singapore
National University of Singapore 秋 ○
Singapore Management University 秋 ○

Thailand Chulalongkorn University 秋 ○ タイ語
Viet Nam Foreign Trade University 秋 ○

Australia

The Australian National University 春 ○
The University of Melbourne 春 ○
The University of New South Wales 春 ○
The University of Queensland 春 ○
The University of Sydney 春 ○

New Zealand
The University of Auckland 春 ○
University of Otago 春 ○

Canada

Concordia University 秋 ○
McGill University 秋 ○
Queen's University 秋 ○
The University of British Columbia 秋 ○
Université de Montréal 秋 ○
University of Calgary 秋 ○
University of Toronto 秋 ○
York University（Canada） 秋 ○

授業開講言語一覧Ⅶ
国・地域 協定校 募集 英語 韓国語 中国語 フランス語 ドイツ語 スペイン語 その他言語 備考

United 
States of 
America

Allegheny College 秋 ○
American University 秋 ○
Boston University 秋 ○
Brown University 秋 ○
Bryn Mawr College 秋 ○
Carnegie Mellon University 秋 ○
Dartmouth College 秋 ○
Georgetown University 秋 ○
Illinois Wesleyan University 秋 ○
Manhattanville College 秋 ○
Rice University 秋 ○
The College of William & Mary 秋 ○
The University of North 
Carolina at Chapel Hill 秋 ○

University of California 
Education Abroad Program 秋 ○

University of Hawai'i at Mānoa 秋 ○
University of Illinois at 
Urbana-Champaign 秋 ○

University of Maryland, College Park 秋 ○
University of Notre Dame 秋 ○
University of Pennsylvania 秋 ○
University of Washington 秋 ○
University of Wisconsin-Madison 秋 ○
Western Michigan University 秋 ○

Argentina Universidad Torcuato Di Tella 春 ○ ○
Mexico Tecnológico de Monterrey 秋 ○ ○

Austria WU（Vienna University of
Economics and Business） 秋 ○ ○

Belgium Universiteit Antwerpen 秋 ○
Denmark Aarhus University 秋 ○

France

École normale supérieure（ENS） 秋 ○
EDHEC Business School 秋 ○ ○
ESSEC Business School 秋 ○ ○ 英語必須
HEC Paris 秋 ○ ○
INALCO 秋 ○
Jean Moulin - Lyon 3 University 秋 ○ ○
Sciences Po 秋 ○ ○
Toulouse 1 Capitole University 秋 ○ ○
Université Côte d'Azur

（旧 Université Nice Sophia Antipolis） 秋 ○ フランス語必須

Université de Paris 秋 ○
Université de Strasbourg 秋 ○ ○
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 秋 ○
Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3 秋 ○

Germany 

Freie Universität Berlin 秋 ○
Heinrich Heine University Düsseldorf 秋 ○
Martin Luther University
Halle-Wittenberg 秋 ○

RWTH Aachen University 秋 ○ ○ 英語で開講されている
授業は少ない

Saarland University 秋 ○
Technische Universität 
Darmstadt（TU Darmstadt） 秋 ○ ○ 英語で開講されている

授業は少ない
Technische Universität 
München（TUM） 秋 ○ ○ 英語で開講されている

授業は少ない
TU Dresden 秋 ○

University of Bonn 秋 ○ ○ 初級レベルのドイツ語必須、英語
で開講されている授業は少ない

University of Cologne 秋 ○ ○

University of Siegen 秋 ○ ○ 英語で開講されている
授業は少ない

WHU - Otto Beisheim 
School of Management 秋 ○ ○ ドイツ語より英語で開講さ

れている授業の方が多い
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派遣交換留学 応募状況Ⅷ

▪秋募集

国・地域 派遣先大学名
2022年度募集 2021年度募集 2020年度募集

募集
⼈数

第1志望
出願者数

学内選考
通過者数

募集
⼈数

第1志望
出願者数

学内選考
通過者数

募集
⼈数

第1志望
出願者数

学内選考
通過者数

East Asia 3 Campus East Asia（＊） 5 3 3 5 1 2 5 0 0

China

Beijing Foreign Studies University（＊） 2 0 0 4 0 1 2 0 0
Beijing Normal University（＊） 4 0 0 6 0 0 4 1 2
City University of Hong Kong（＊） 2 0 0 2 0 0 2 0 0
Fudan University（＊） 2 0 0 2 4 2 1 1 1
Jilin University（＊） 2 0 0 2 0 0 2 0 2
Nanjing University（＊） 2 0 0 2 0 1 1 1 1
Nankai University（＊） 2 0 0 4 0 0 1 2 1
Peking University 1 4 1 1 1 1 2 5 2
Renmin University of China（＊） 2 0 0 2 0 0 2 0 0
Shanghai Jiao Tong University 3 2 3 4 0 2 5 1 3
The Chinese University of Hong Kong 4 0 0 6 0 0 6 2 3
The University of Hong Kong（＊） 4 2 1 4 0 1 3 2 2
Tsinghua University 2 8 2 2 9 2 2 11 2
University of Macau 1 1 0 1 0 0 1 0 0
Xi'an Jiaotong University（＊） 3 0 0 3 0 0 2 0 2
Zhejiang University（＊） 3 1 2 3 2 3 3 9 3

Indonesia Universitas Indonesia 2 1 1 4 1 1 2 0 0

Korea

Ewha Womans University（＊） 1 0 0 1 0 0 1 0 0
Korea University（＊） 6 1 2 6 2 2 6 1 0
Seoul National University 3 1 1 3 2 2 3 4 3
Yonsei University 4 5 4 4 3 4 2 4 2

Philippines University of the Philippines 2 0 0 2 0 0 1 1 1

Singapore
National University of Singapore 2 14 2 4 10 4 2 10 2
Singapore Management University 6 3 4 4 10 4 7 2 7

Taiwan
National Chengchi University 2 0 0 4 0 0 6 1 1
National Cheng Kung University 1 1 1 1 0 0 1 0 1
National Taiwan University 3 1 1 2 3 2 3 7 3

Thailand Chulalongkorn University 1 0 0 1 0 1 1 0 0
Viet Nam Foreign Trade University（＊） 2 0 0 3 1 1 2 0 0

Canada

Concordia University 4 0 0 3 1 1 2 0 0
McGill University 3 3 3 3 3 3 3 4 3
Queen's University 4 3 4 4 2 3 5 2 4
The University of British Columbia 10 10 10 9 16 9 11 8 9
Université de Montréal 5 0 0 5 0 0 5 0 0
University of Calgary 3 0 3 3 1 3 3 0 1
University of Toronto 2 6 2 2 7 2 2 7 2
York University (Canada) 4 4 4 4 5 3 2 3 2

国・地域 協定校 募集 英語 韓国語 中国語 フランス語 ドイツ語 スペイン語 その他言語 備考

Greece National and Kapodistrian
University of Athens 秋 ○ ギリシャ語 英語で開講されている

授業は少ない
Hungary University of Pécs 秋 ○
Ireland University College Dublin 秋 ○

Italy

Ca' Foscari University of Venice 秋 ○ イタリア語
"L'Orientale" University of Naples 秋 イタリア語

Sapienza Università di Roma 秋 ○ イタリア語 英語で開講されている
授業は少ない

Università Bocconi 秋 ○ イタリア語

University of Pavia 秋 ○ イタリア語 英語で開講されている
授業は少ない

Netherlands 

Erasmus University Rotterdam 秋 ○
Leiden University 秋 ○
University of Amsterdam 秋 ○
VU University Amsterdam 秋 ○

Norway
University of Bergen 秋 ○
University of Oslo 秋 ○

Poland University of Warsaw 秋 ○ ポーランド語

Russia 
Far Eastern Federal University 秋 ○ ロシア語
Lomonosov Moscow State University 秋 ロシア語
Saint Petersburg State University 秋 ○ ロシア語 学部によってはロシア語のみ

Spain 

ESADE Business School 秋 ○ ○
Pompeu Fabra University（UPF） 秋 ○ ○
Universidad de Salamanca

（USAL） 秋 ○ Bachelor in Global Studies
はスペイン語に加え英語も必要

Universitat Autònoma de
Barcelona（UAB） 秋 ○ スペイン語必須

University of Navarra 秋 ○ ○ 英語で開講されているのはSchool of 
Economics and Business が中⼼

Sweden 

KTH 秋 ○
Lund University 秋 ○
University of Gothenburg 秋 ○
Uppsala University 秋 ○

Switzerland 

University of Bern 秋 ○ ○ 英語で開講されている
授業は少ない

University of Geneva（UNIGE） 秋 ○ ○ 英語で開講されている
授業は少ない

University of Lausanne 秋 ○ ○ 英語で開講されている
授業は少ない

University of St.Gallen 秋 ○ ○
University of Zurich 秋 ○

Turkey Boǧaziçi University 秋 ○

United
Kingdom

Cardiff University 秋 ○
King's College London 秋 ○
Royal Holloway, 
University of London 秋 ○

SOAS University of London 秋 ○
The University of Edinburgh 秋 ○
The University of Manchester 秋 ○
The Universiy of Sheffield 秋 ○
The University of Warwick 秋 ○
University of Birmingham 秋 ○
University of Glasgow 秋 ○
University of Southampton 秋 ○
University of St Andrews 秋 ○
University of York（UK） 秋 ○

直近3年間の派遣交換留学への応募状況は以下のとおりです。
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（＊）2022年度に追加募集を行った協定校

国・地域 派遣先大学名
2022年度募集 2021年度募集 2020年度募集

募集
⼈数

第1志望
出願者数

学内選考
通過者数

募集
⼈数

第1志望
出願者数

学内選考
通過者数

募集
⼈数

第1志望
出願者数

学内選考
通過者数

United 
States of 
America

Allegheny College 1  1 1 2 0 1 1 3 1
American University 募集なし - - 1 4 1 1 2 1
Boston University 4  8 4   6 8 5 4 5 4
Brown University 2  10 2   2 8 2 1 7 1
Bryn Mawr College 2  1 1   2 0 0 2 0 0
Carnegie Mellon University 2  7 3   1 1 1 1 1 1
Dartmouth College 1  5 1   1 3 1 1 3 1
Georgetown University 1  4 1   1 6 1 1 5 1
Illinois Wesleyan University 1  0 2   1 0 1 1 0 1
Manhattanville College 2  2 2   2 4 2 3 4 3
Rice University 1  2 1   1 1 1 1 2 1
The College of William & Mary 3  2 3   4 0 3 3 0 3
The University of North Carolina at Chapel Hill 2  9 2   2 2 2 2 3 2
University of California Education Abroad Program 7  38 7   17 46 17 21 47 21
University of Hawai'i at Mãnoa 5  3 5   5 10 5 4 7 4
University of Illinois at Urbana-Champaign 2  3 2   2 1 2 2 6 2
University of Maryland, College Park 2  0 2   2 2 2 2 1 2
University of Notre Dame 1  1 1   1 0 0 2 1 2
University of Pennsylvania 2  5 1   2 11 2 2 5 1
University of Washington 6  7 6   5 12 5 6 8 6
University of Wisconsin-Madison 4  8 4   5 3 5 3 9 3
Western Michigan University 5  11 5   6 1 3 3 7 3

Mexico Tecnológico de Monterrey 2  0 0 3 1 1 2 0 0

Austria WU (Vienna University of Economics 
and Business) 1  5 1 2 3 1 2 4 2

Belgium Universiteit Antwerpen 2  1 2 2 1 2 募集なし - -
Denmark Aarhus University 3  1 3 3 1 3 2 1 2

France

École normale supérieure (ENS) 1  2 1 1 0 0 1 0 0
EDHEC Business School（＊） 5  2 3 7 5 4 4 2 3
ESSEC Business School（＊） 6  7 5 7 2 3 6 5 3
HEC Paris 3  5 3 3 8 3 3 16 3
INALCO（＊） 1  1 0 2 0 0 2 1 1
Jean Moulin-Lyon 3 University（＊） 3  1 1 2 2 2 2 5 2
Sciences Po 10  12 10 8 13 8 8 11 8
Toulouse 1 Capitole University 2  1 2 4 1 1 4 0 0
Université Côte d'Azur（＊）
※ Former name : Université Nice Sophia Antipolis 3  0 0 3 0 0 1 0 0

Université de Paris
※Former name : Université Paris Diderot 2  0 0 2 0 0 2 0 0

Université de Strasbourg 5  9 5 8 5 6 5 9 5
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne（＊） 2  0 0 2 0 0 2 1 1
Université Sorbonne Nouvelle-Paris 3（＊） 2  1 1 4 1 1 5 2 3

Germany

Freie Universität Berlin 3  2 2   3 2 2 2 1 1
Heinrich Heine University Düsseldorf 2  0 0   2 0 0 1 1 0
Martin Luther University Halle-Wittenberg（＊） 3  0 0   4 1 1 3 2 1
RWTH Aachen University（＊） 5  0 0   5 0 0 3 0 2
Saarland University（＊） 3  1 1   3 0 0 2 0 0
Technische Universität Darmstadt (TU 
Darmstadt)（＊） 6  0 0   5 1 1 3 0 0

Technische Universität München (TUM)（＊） 6  2 1   6 8 6 5 9 5
TU Dresden（＊） 3  0 0   3 0 0 2 0 0
University of Bonn 1  2 1   3 2 2 2 1 1
University of Cologne（＊） 2  0 1   2 2 1 2 2 2
University of Siegen（＊） 2  0 0   4 2 2 2 0 1
WHU-Otto Beisheim School of Management（＊） 5  0 0   4 0 0 3 0 0

Greece National and Kapodistrian University of Athens 2  0 0 1 0 0 1 0 0
Hungary University of Pécs（＊） 2  0 0 3 0 0 2 0 0
Ireland University College Dublin 1  1 1 1 0 0 1 0 0

国・地域 派遣先大学名
2022年度募集 2021年度募集 2020年度募集

募集
⼈数

第1志望
出願者数

学内選考
通過者数

募集
⼈数

第1志望
出願者数

学内選考
通過者数

募集
⼈数

第1志望
出願者数

学内選考
通過者数

Italy

Ca' Foscari University of Venice（＊） 6 9   5   6 4 4 6 1 4
"L'Orientale" University of Naples（＊） 2 1   1   1 0 0 2 1 1
Sapienza Università di Roma（＊） 1 1   0   2 0 0 2 0 0
Università Bocconi 1 3   1   募集なし - - 1 11 1
University of Pavia（＊） 3 0   0   2 0 0 2 0 0

Netherlands

Erasmus University Rotterdam（＊） 9 5 6 11 2 2 10 3 4
Leiden University 2 2 2 2 2 2 2 0 0
University of Amsterdam 3 3 3 3 2 2 3 1 1
VU University Amsterdam 4 6 4 5 4 3 3 2 1

Norway
University of Bergen 2 1 2 3 0 2 2 1 1
University of Oslo 4 6 4 4 5 4 4 1 4

Poland University of Warsaw（＊） 2 0 1 2 0 0 2 1 1

Russia
Far Eastern Federal University（＊） 1 0 0 2 0 0 2 1 1
Lomonosov Moscow State University 2 0 0 2 0 0 1 1 1
Saint Petersburg State University（＊） 1 2 0 1 1 1 1 1 1

Spain

ESADE Business School（＊） 4 4 3   4 6 4 2 3 2
Pompeu Fabra University (UPF) 2 4 2   2 1 2 1 2 1
Universidad de Salamanca (USAL) 2 2 2   2 0 0 2 3 2
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)（＊） 2 2 1   2 1 1 2 0 1
University of Navarra（＊） 6 5 5   4 6 4 3 4 3

Switzerland

University of Bern 2 2 2   4 3 3 2 7 2
University of Geneva (UNIGE)（＊） 7 1 3   5 10 5 5 6 5
University of Lausanne (UNIL) 4 0 2   3 1 2 募集なし - -
University of St.Gallen 2 4 2   2 5 2 2 9 2
University of Zurich 1 0 0   1 0 0 1 1 1

Sweden

KTH 3 2 3 3 2 2 2 0 0
Lund University 4 5 4 6 6 6 4 6 4
University of Gothenburg 2 5 2 5 6 3 3 4 3
Uppsala University 5 10 5 6 14 6 3 9 3

Turkey Bogazici University（＊） 3 0 0 4 1 1 1 0 0

United
Kingdom

Cardiff University（＊） 2   2 1 2 2 2 2 4 2
King's College London 3   2   3   3 4 3 3 3 1
Royal Holloway, University of London 2   2   2   2 0 0 1 1 1
SOAS, University of London 2   3   2   3 2 1 2 0 0
The University of Edinburgh 2   6   2   2 5 2 2 4 2
The University of Manchester 2   1   2   2 7 2 2 4 2
The University of Sheffield 4   1   4   4 1 3 2 1 0
The University of Warwick 5   5   5   6 4 3 3 2 3
University of Birmingham 5   3   5   5 6 4 5 3 4
University of Glasgow 2   6   2   4 4 4 2 2 2
University of Southampton 2   1   2   4 0 0 2 1 0
University of St Andrews 1   0   0   1 0 1 1 1 1
University of York (UK)（＊） 1 0   0   1 1 1 1 0 0

合計 394 374 249 446 386 259 370 393 243
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よくある質問Ⅸ
出願準備について　

出願について　

Q 協定大学についてどのように調べたらよいですか？
P.085「 Ⅵ 志望大学の選び方」などを参考にさまざまな観点から複数の大学を比較し、調べましょう。派遣交換留学生
募集要項に各大学WebサイトのURLが掲載されていますので必ず確認してください。また、P.021「 Ⅰ 留学に関する
情報収集」も参考にしてください。各国大使館等が行う留学フェアに参加して情報収集するのも良い方法の一つです。

A

Q 学部1年生が出願すると不利なのですか？
学部1年生であるということ自体が、選考上大きく不利に働くことはありません。ただし、学部1年生は学内選考の準備に
当てられる期間が他の学年に比べ短いことから、より積極的な準備が求められます。また留学先で履修できる科⽬に制
限があったり、専門分野を学ぶための基礎知識が十分でない場合があります。

A

Q 過去に留学をされた方から話を聞くことはできますか？
過去の派遣交換留学生の留学報告書にE-mailアドレス等の連絡先が記載されている場合は、直接連絡をとっていただいて結構です。A

Q 学部生と大学院生はどちらが有利ですか？
選考では、学部生なら学部生の資質が、大学院生なら大学院生の資質が十分にあるかということが審査されますので、ど
ちらが有利ということはありません。

A

Q 留学先で専⾨分野以外の勉強をすることはできますか？
事前に当該分野の基礎科⽬の履修等が要件となっていない科⽬やプログラムについては可能性があります。また、出願にあ
たっては、慶應義塾大学で学んでいることと留学先で学びたいことの関連性を明確に留学計画に記述することが重要です。

A

Q 成績・語学⼒はどの程度選考に関係ありますか？
選考は総合評価ですので、成績のみあるいは語学能力のみで決まるものではありません。選考では、提出されたすべて
の書類が評価の対象になるとお考えください。詳細は、P.084「 2 選考で重視されるポイント」をご覧ください。

A

Q 交換留学中の学費はどうなりますか？
派遣交換留学生は、留学先大学での学費は免除されますが、慶應義塾大学の学費を本学に納めます。詳細は、P.048

「 2 留学中の学費」をご覧ください。
A

Q 志望大学は第6志望まで書く必要がありますか？
記入する志望大学の数は任意です。志望大学について丁寧に調べ、本当に留学を希望する大学のみを選択してくださ
い。学内選考通過後は、原則として留学の辞退を認めていません。記載されている志望大学が少ないあるいは多いこと
が、学内選考上、大きく有利・不利に働くことはありません。ただし、志望大学が少ないと、希望者数が当該大学の募集⼈
数を超える場合には、相対評価が行われるため、留学できなくなる可能性が高まります。

A

Q 留学費⽤はいくらぐらい必要ですか？
留学先の国や地域、また過ごし方によっても大きな差があります。P.028「 Ⅲ 留学のための費用」やP.070、P.073「出願
上の留意点」、留学先大学のWebサイト、過去の派遣交換留学生の留学報告書等を参考にしてください。

A

  https://www.ic.keio.ac.jp/keio_student/report/report_f.html 募集時期別統計 （出願者・学内選考通過者）

2022年度第1期募集

出願者
学内選考通過者

出願者

学内選考通過者

（学内選考出願時学年）

学部生1年  学部生2年  学部生3年  

学部生4年 大学院生

2022年度第2期募集 2021年度第3期募集
学部生1年  学部生2年  学部生3年  

（学内選考出願時学年）
学部生1年  学部生2年  学部生3年  

学部生4年 （学内選考出願時学年）
学部生2年  学部生3年  

グラフ見方

4名
2%

64名
25%

152名
61%

31名
12%

2名
1%

34名
23%

94名
64%

18名
12%

3名
7.5%

2名
7%

出願者 出願者

学内選考通過者

28名
21%

77名
57%

1名
1%

20名
20%

18名
18%

29名
21%

61名
62%

学内選考通過者

15名
54%

11名
39%

21名
52.5%

16名
40%

学部生4年学部生4年

▪春募集

国・地域 派遣先大学名
2021年度募集 2020年度募集 2019年度募集

募集
⼈数

第1志望
出願者数

学内選考
通過者数

募集
⼈数

第1志望
出願者数

学内選考
通過者数

募集
⼈数

第1志望
出願者数

学内選考
通過者数

Australia

The Australian National University 2 2 2 2 4 2 3 2 3
The University of Melbourne 10 19 10 6 17 6 5 14 5
The University of New South Wales 10 5 5 4 5 4 3 3 1
The University of Queensland 募集なし - - 2 4 2 3 2 3
The University of Sydney 6 4 6 6 4 6 5 9 5

New Zealand
The University of Auckland 4 3 4 6 8 6 2 4 2
University of Otago 1 4 1 3 2 3 2 1 2

Argentina Torcuato di Tella University 6 0 0 3 1 1 2 1 0
合計 39 37 28 32 45 30 25 36 21
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慶應義塾大学派遣交換留学生募集要項

Q どんな授業でも履修できますか？
学部生であれば国際センターWebサイト内の協定校別募集要項のUndergraduate programs open to 
exchange studentsの欄を確認してください。一般に協定校にて学ぶことができる学部・学科等が記載されています。
ただし、科⽬により履修のための要件が定められていたり、⼈数制限が設けられていたりすることがありますので、希望し
た科⽬がすべて履修できるわけではないことは、あらかじめご承知おきください。また、最新の情報については、留学先
大学のWebサイトで確認してください。出願前に十分に調べ渡航後は柔軟に対応できるようにしましょう。

A

Q 留学すると就職活動は不利になりませんか？
自分が自信を持って「これを学んだ、こんな経験をしてきた」ということを就職活動の際にアピールすることができれば、
むしろ有利になる可能性もあります。ただし、希望している職種によっては就職活動の時期が限定される場合があります
ので、各自事前に就職担当窓口で確認しておく必要があります｡なお、留学先大学に留学中は、休暇以外の時期に就職
活動等のため一時帰国することや、自己都合により留学期間を切り上げて早期帰国することは一切認められません。

A

Q 修得してきた単位は卒業単位として認められますか？ 帰国後、進級できますか？
単位の認定は、帰国後に所属学部・研究科の学事担当へ「単位認定願」を提出し、教授会または研究科委員会等で審議の
うえ決定されます。進級については、遡及進級の要件を満たしているかどうかにより決定します。詳しい手続きについて
は､ 各学部・研究科学事担当者に確認してください。

A

Q 就職活動のために帰国を早めることはできますか？
留学先大学の期末試験が終了し休暇に入れば、当初申請した国外留学の期間の終了前であっても帰国してかまいません。
ただし、学期の途中で勝手に留学を切り上げて帰国することは認められません。

A

Q 4年間で卒業できますか？
卒業、および帰国後の遡及進級については、各学部・研究科により条件が異なりますので、各学部・研究科学事担当者に
確認してください。

A

Q どんな場所に住むのですか？
留学先大学によって若干異なりますが、基本的には留学先大学の寮または留学先大学の紹介するアパートや宿泊施設で
の滞在となります。ただし、一部の大学は、自分でアパート等を探す必要があります。

A

Q 授業は留学生のために設置された授業を履修することになりますか？
基本的には、現地の学生と同じ授業を履修することになります。一部の大学では、留学生用に開講された授業を履修すること
があります。

A

Q 期間を延長（短縮）して留学できますか？
慶應義塾大学派遣交換留学は1学年間が基本ですので、延長（短縮）はできません。また、学位を取得することもできません。A

留学先大学について　

就職活動について　

単位認定・進級・卒業について　

P.033「 Ⅳ 留学した場合の就職活動」も確認してください。

P.047～P.051も確認してください。

Q TOEFL/IELTSのスコアが出願に間に合わないのですが、その場合出願できませんか？
スコアは出願時に必要です。出願時に間に合わない場合は、出願を受け付けません。ただし、オンラインで閲覧できるス
コアのプリントアウトでも受理します。

A

Q TOEFLのスコアが、出願期間のあとすぐに切れてしまいますが、大丈夫ですか？
TOEFLのスコアの有効期限は受験日から2年間です。スコアの有効期限が出願締切日の翌日以降であれば、学内の出願には問題
ありません。ただし、学内選考通過後、留学先大学に出願するまでに、再度必要点数を満たすスコアを提出しなければなりません。

A

Q 語学能⼒試験（英語を除く）の結果が、秋募集締め切りに間に合いませんが、大丈夫ですか？
出願時に必要な証明書について、P.078「 3 出願時に登録する内容・必要書類」およびP.082「 Ⅳ 語学能力証明書」を
確認してください。

A

Q TOEFL/IELTSの点数が低い場合、出願できませんか？
英語の語学能力証明書が必要な大学への留学を希望する場合には、TOEFL iBT総合70点以上もしくはIELTS総合5.5
以上であることが求められます。なお、学内出願時点において協定校が定める語学能力要件の最低基準よりTOEFL iBT
で総合マイナス9点以内、もしくはIELTS総合マイナス0.5点以内であれば、当該指定校を志望校として挙げることは可能
です。上記の語学能力要件は学内出願資格として定める必要最低限の基準です。英語に限らず、留学先で使用する言語
すべてについて、協定校が定める語学能力要件を学内出願時点で満たしていることが強く望まれます。協定校が定める
語学能力要件を満たしていない場合には、原則として協定校からの受入が許可されません。

A

Q 英国の大学への留学を志望していますが、TOEFL iBTのスコアしか持っていません。出願できますか？
学内出願は可能です。ただし、英国ビザ取得や留学先大学への出願には原則としてIELTSのスコアが必要になりますの
で、留学先大学への出願前に速やかにIELTSを受験し、必要点数を満たすスコアを取得する必要があります。

A

Q TOEICで700点位とれましたが、TOEFLと換算ができますか？
TOEFLとTOEICの点数換算はできません。必ず出願に間に合うようにTOEFLやIELTSを受験してください。A

Q TOEFL iBTのMy Best Scoresは学内選考の出願に使えますか？
TOEFL iBTはTest Date Scoresのみ有効とします（My Best Scoresは評価されません）。A

Q TOEFLスコアの“Test Taker Score Record”でも出願できますか？ 
“Test Taker Score Record”と“Official Score Report”はどう違いますか？

慶應義塾大学交換留学プログラムに出願する際には、“Test Taker Score Record”を用いてください。“Test Taker 
Score Record”は受験者用控えスコア票で、受験後に米国ETSより受験者宛てに送付されるもので、原則として再発行
はありません。あくまで受験者の確認用であり、多くの場合、公式なスコア票としては認められません。“Official Score 
Report”は公式なスコア票で、受験者の希望により米国ETSから直接志望団体に送付されるもので、受験者には送付さ
れません。これは、公式な⽬的でスコア票を提出させる際に改ざんができないよう配慮されているためです。

A

◦TOEFL よくある質問　　 https://www.toefl-ibt.jp/test_takers/toefl_ibt/faq4.html

Q 留学先での学習・研究計画書は志望大学それぞれについて書く必要がありますか？
それぞれの大学ごとに書いてもかまいませんし、第1志望に焦点を当てて書いていただいても結構です。「自分のやりた
いことは××なので、それは○○大学でも△△大学でもできる」といった書き方でもかまいません。特に決まりはありませ
んので、志望大学についてよく調べ、「自分がどの大学で何を学びたいのか」を十分アピールしてください。

A
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アジア

オセアニア

北アメリカ

中央＆南アメリカ
ヨーロッパ・中東

オーストリア（P.136）
● ウィーン経済・経営大学

ベルギー（P.136）
●アントワープ大学

デンマーク（P.137）
● オーフス大学

フランス（P.137～P.143）
● ENS（高等師範学校）
● EDHEC経営大学院
●エセック経済商科大学院大学
● HEC経営大学院
● INALCO（国立東洋言語文化大学）
●リヨン第３大学
● パリ政治学院
●トゥールーズ第1大学
●コート・ダジュール大学（旧 ニース大学）
● パリ大学
●ストラスブール大学
● パリ第１大学
● パリ第３大学

ドイツ（P.144～P.149）
● ベルリン自由大学
● デュッセルドルフ大学
● ハレ大学
●アーヘン工科大学
● ザールラント大学
● ダルムシュタット工科大学
●ミュンヘン工科大学
●ドレスデン工科大学
● ボン大学
● ケルン大学
●ジーゲン大学
● WHUオットー・バイスハイム経営大学

ギリシャ（P.150）
●アテネ大学

ハンガリー（P.150）
● ペーチ大学

アイルランド（P.151）
● ユニバーシティ・カレッジ・ダブリン

イタリア（P.151～P.153）
● ヴェネツィア大学
●ナポリ東洋大学
● ローマ大学ラ・サピエンツァ
● ボッコーニ大学
● パヴィア大学

オランダ（P.154～P.155）
●エラスムス大学ロッテルダム 
● ライデン大学 
●アムステルダム大学
●アムステルダム自由大学

ノルウェー（P.156）
● ベルゲン大学
● オスロ大学

ポーランド（P.157）
● ワルシャワ大学

ロシア（P.157～P.158）
● 極東連邦大学
● モスクワ国立大学
● サンクト・ペテルブルク国立大学

スペイン（P.159～P.161）
● ESADEビジネススクール
● ポンペウ・ファブラ大学
● サラマンカ大学
● バルセロナ自治大学
●ナバラ大学

スウェーデン（P.161～P.163）
● 王立工科大学
● ルンド大学
●ヨーテボリ大学 
● ウプサラ大学

スイス（P.163～P.165）
● ベルン大学
●ジュネーブ大学
● ローザンヌ大学
● ザンクトガレン大学
● チューリヒ大学

トルコ（P.166）
● ボアジチ大学

英国（P.166～P.172）
● カーディフ大学
● キングス・カレッジ・ロンドン
●ロンドン大学ロイヤルホロウェイ
●ロンドン大学東洋アフリカ学院
●エジンバラ大学
●マンチェスタ一大学
●シェフィールド大学
●ウォーリック大学
● バーミンガム大学
● グラスゴー大学
● サウサンプトン大学
●セント・アンドリューズ大学
●ヨーク大学（英国）

インドネシア（P.110）
●インドネシア大学

韓国（P.110～P.112）
● 梨花女子大学
● 高麗大学
●ソウル国立大学
● 延世大学

フィリピン（P.112）
●フィリピン大学

シンガポール（P.113）
● シンガポール国立大学
●シンガポールマネジメント大学

台湾（P.114～P.115）
● 国立政治大学
● 国立成功大学
● 国立台湾大学

タイ（P.115）
● チュラロンコン大学

オーストラリア（P.116～P.118）
● オーストラリア国立大学
●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

ニュージーランド（P.119）
● オークランド大学
● オタゴ大学

カナダ（P.120～P.123）
●コンコルディア大学
●マギル大学
●クィーンズ大学
● ブリティッシュ・コロンビア大学
●モントリオール大学
● カルガリー大学
●トロント大学
●ヨーク大学（カナダ）

米国（P.124～P.134）
●アレゲニー大学
●アメリカン大学
● ボストン大学
● ブラウン大学
● ブリンマ一大学
● カーネギーメロン大学
● ダートマス大学
●ジョージタウン大学
●イリノイ・ウェズリアン大学
●マンハッタンビル大学
●ライス大学

●ウィリアム・アンド・メアリー大学
●ノースカロライナ大学チャペルヒル校
●カリフォルニア大学EAP
● ハワイ大学マノア校
●イリノイ大学アーバナ・シャンペーン校
●メリーランド大学カレッジパーク校
●ノートルダム大学
● ペンシルバニア大学
● ワシントン大学
●ウィスコンシン大学マディソン校
●ウェスタンミシガン大学

アルゼンチン（P.135）
●トルクァト・ディ・テラ大学

メキシコ（P.135）
● モンテレイ工科大学

東アジア（P.101）
● 慶應・延世・香港 
　東アジアリーダーシップ
　プログラム

アジア

オセアニア

北アメリカ

中央＆南アメリカ

ヨーロッパ・中東

中国（P.102～P.109）
● 北京外国語大学
● 北京師範大学
● 香港城市大学
● 復旦大学
● 吉林大学
● 南京大学
● 南開大学
● 北京大学
● 中国人民大学
● 上海交通大学
● 香港中文大学
● 香港大学
● 清華大学
●マカオ大学
● 西安交通大学
● 浙江大学

ベトナム（P.116）
● 貿易大学（ハノイ）

！
！

！

097 098

P.101～P.172まで、各協定校の募集要項を掲載しています。
派遣交換留学の学内選考に出願する際は、これらに加えて必ず「国際センターＷｅｂサイト」掲載の「協定校
別募集要項」および「各協定校独自Ｗｅｂサイト」を確認しましょう。
交換留学生が学ぶことができる学部・分野、出願の要件など、変更となる可能性もあります。また、新たに
募集が開始される協定校、年度によって募集のない協定校もありますので、常に最新の情報を確認するよう
にしてください。

◦国際センター派遣交換留学Webサイト　
　 https://www.ic.keio.ac.jp/keio_student/exchange/ex_partners.html
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慶應義塾大学派遣交換留学生募集要項

国際センターWeb＞海外への留学＞交換留学＞協定校別募集要項
https://www.ic.keio.ac.jp/keio_student/exchange/ex_partners.html

慶應義塾大学派遣交換留学は秋と春の2回に分けて募集をしており、協定校によって募集時期や出発時期が
異なります。選考スケジュールや出発時期など、詳細は第Ⅱ部P.063「2023年度交換留学スケジュール」や
P.065「 Ⅰ 2023年度 出願・選考スケジュール」を確認してください。

P.101～P.172と合わせて国際センターWebサイトの協定校別募集要項を必ず確認してください。
P.100はWebページの見本ですので各項⽬と照らし合わせて志望大学の情報を確認しましょう。
募集要項は各協定校からの回答を基に作成していますが、予告なく内容が変更される場合があります。
最新の情報を随時国際センターおよび各協定校のWebサイトで確認をしてください。

 協定校別募集要項各項⽬について（詳細）

1 まずは⼤学の写真や動画を見てどんな⼤学か確認しましょう。講義の動画を公開している⼤学も
あります。

2 　 募集⼈数は毎年変更があります。随時最新情報をチェックしましょう。

3 　
出願資格として学年の制限等がある⼤学もあります。⾃分が出願資格条件を満たすか確認しま
しょう。

4 　
留学期間は国、地域、⼤学によって異なります。各⼤学のAcademic Calendarも調べてみま
しょう。

5 　 ⼤学があるのはどんな地域でしょうか？物価や環境を調べてみましょう。

6 　
どのような特徴を持った⼤学で学びたいでしょうか？各⼤学のWebページや先輩の留学報告書
をみてみましょう。今まで知らなかった⼤学の魅力を発見することができるでしょう。

7 　
交換留学生は履修に制限がある場合もあります。
あらかじめ留学先での学習計画を⽴て、渡航後も柔軟に対応できるようにしておきましょう。

8 　 成績証明書に記載された累積GPAが条件に達しているか確認しましょう。

9 　
語学要件を満たしたスコアを取得する必要があります。

交換留学学内選考時に提出するスコアについては、P.068、P.071を確認してください。

10 　 詳細なスケジュールが掲載されている場合もあるので各⼤学のWebページを確認しましょう。

11 　 その他、さまざまな重要な情報が載っています。必ず確認しましょう。

12 　 独⾃の奨学金がある⼤学もあります。

13 交換留学生となった場合、住まいはどうなるのか？先輩の留学報告書もあわせて確認しましょう。

■協定校別募集要項（Webサイト）の見方

3

2

4

5

6

7
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9

10
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12

13

1

見本
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慶應義塾大学派遣交換留学生募集要項

協定校の情報の一部を抜粋しています。出願に必要な最新の情報は、必ず国際センターおよび各協定校のWebサイトで確認をしてください。 協定校の情報の一部を抜粋しています。出願に必要な最新の情報は、必ず国際センターおよび各協定校のWebサイトで確認をしてください。

東アジア

3 Campus East Asia

慶應・延世・香港　東アジアリーダーシッププログラム
◦協定校Webサイト https://oia.yonsei.ac.kr/3campus/
◦募集要項 https://www.ic.keio.ac.jp/keio_student/ex_partner/3Campus.html

Eligibility
Second- or third-year undergraduate students

Minimum GPA (UG)
3.0

Minimum language proficiency (UG)
TOEFL iBT 80 or IELTS 6.5

University Profile
3 Campus East Asia allows a cohort of students to develop 
collectively their East Asian expertise across a full academic year 
calendar. Their schedule begins in fall in Tokyo, Japan at Keio 
University, where their studies are built around Japanese Studies 
offered at the International Center. The spring semester is spent 
in Seoul, Korea at Yonsei University, where, among other elective 
subjects, they take a course on Korean modernization. Students 
finish their year in Hong Kong, where they all take a signature 
course on the Political Economy of Global Asia. 
Starting in 2013, the program invites participants from world-
leading universities in the U.S. and the Europe such as Princeton 
University ,  Georgetown University ,  University of Southern 
Cal i fornia,  Cornel l  Univers ity ,  King's Col lege London, and 
University of Geneva. This East Asia-focused academic program of 
learning, residing and working together equips students with the 
intellectual and intercultural breadth and depth to become future 
global leaders. This network of students both from within the East 
Asia region (Korea, Japan, China) and from outside (the U.S. and 
Europe) will act as a valuable bridge within East Asia region as 
well as between East Asia and the West.

塾生コメントPick Up!

▪1年間を3つの場所で過ごす特別
感があるため、参加者の信頼感や
繋がりが強いように思う。

▪3つのキャンパスをアジア・ヨー
ロッパ・アメリカの大学からの参加
者と回るというのは期間以上に濃
密なプログラムだった。

▪留学によって、たくさんのことを得
ることができ、6ヵ月が６年間分の
充実に感じられた。世界中に友だ
ちができ、日本と交流の深い韓国
と香港に、一生の友だちをつくる
ことができた。

▪とても充実したプログラムだっ
た。韓国と香港という日本と交流
の深い２つの国で生活をすること
ができ、日本や日本と外国との関
係を、よく考えることができた。

▪韓国の延世大学も香港の香港大
学も交通の便が非常に良く中心街
に近い場所にあったので、十分に
楽しめた。

国際センターコメント

▪東アジア地域に興味のある塾生に
おすすめ。

▪日中韓のみならず、プログラムに
参加する欧米の世界トップレベル
の学生とも一緒に学べる。

▪国外留学期間は約6ヵ月間（延世
および香港）なので、金銭的・時間
的な余裕がない方も比較的参加し
やすい。

▪一定の受給資格を満たしていれば
奨学金（給付型）を得られるチャン
スが高い。

▪13ページの特集も参照してくだ
さい。

中国

Beijing Foreign Studies University

北京外国語大学
◦協定校Webサイト http://www.bfsu.edu.cn/
◦募集要項 https://www.ic.keio.ac.jp/keio_student/ex_partner/beijing_foreign_studies.html

Eligibility
◦Students enrolled in an undergraduate or graduate program
◦Students of Chinese nationality are not eligible to apply

Minimum GPA (UG)
3.2

Minimum language proficiency (UG)
◦Students who wish to take classes in Chinese: HSK Level 5（score 

above 180）
◦Students who wish to take classes in English: TOEFL iBT 80 or 

IELTS 6.0

University Profile
Beijing Foreign Studies University, or BFSU, is a prestigious 
university in China under the direct leadership of the Chinese 
Ministry of Education. It is one of China’s top universities listed 
under the Project 985 and Project 211, both comprising top 
universities in China.

国際センターコメント

▪中国の中でも最も権威のある外
国語大学である。

▪中国⼈学生のレベルは高く、教育
環境も整っているため、世界各国
から多く留学生が集まってくる。

Beijing Normal University

北京師範大学
◦協定校Webサイト https://english.bnu.edu.cn/
◦募集要項 https://www.ic.keio.ac.jp/keio_student/ex_partner/beijing_normal.html

Eligibility
◦Students enrolled in an undergraduate or graduate program
◦Students of Chinese nationality are not eligible to apply

Minimum GPA (UG)
3.2

Minimum language proficiency (UG)
◦Students who wish to take classes in Chinese: HSK Level 5 (score 

above 180)
◦Students who wish to take classes in English: TOEFL iBT 80 or 

IELTS 6.0

University Profile
Beijing Normal University is a renowned institution of higher 
education known for teacher education, and other diciplines in 
arts and sciences.

国際センターコメント

▪中国初の師範大学として設立さ
れ、教師や教育学の分野で活躍す
る⼈材を数多く輩出している。対
外中国語教育をはじめ、文系、理
系の教師⼈材など多くの分野に
おける⼈材育成の中枢機関とし
ての役割も担っている。特に教育
学、心理学、中国史、地理学、生態
学の５学科は全国トップレベルと
なっている。
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慶應義塾大学派遣交換留学生募集要項

協定校の情報の一部を抜粋しています。出願に必要な最新の情報は、必ず国際センターおよび各協定校のWebサイトで確認をしてください。 協定校の情報の一部を抜粋しています。出願に必要な最新の情報は、必ず国際センターおよび各協定校のWebサイトで確認をしてください。

中国 中国

City University of Hong Kong

香港城市大学
◦協定校Webサイト https://www.cityu.edu.hk/
◦募集要項 https://www.ic.keio.ac.jp/keio_student/ex_partner/city_university_of_hong_kong.html

Eligibility
Students enrolled in an undergraduate program

Minimum GPA (UG)
N/A
Law: 3.0

Minimum language proficiency (UG)
TOEFL iBT 79 or IELTS 6.5 (Law: TOEFL iBT 100 or IELTS 7.0)

University Profile
City University of Hong Kong offers professional education that 
prepares its students for the challenges and exciting opportunities 
opening up in Hong Kong, the Asia-Pacific region and throughout 
the world in business, science and engineering, energy and 
environment, law, creative media and social sciences. Through 
its extensive links with relevant industries, City University of Hong 
Kong provides real-life opportunities for students to work with and 
learn from professionals in the workplace.

塾生コメントPick Up!

▪留学生向けの活動がたくさんあ
り日本⼈と交流したい学生が多く
いる一方で、日本⼈留学生がほと
んどいないため、それらに参加す
ることは非常に意味のあるもの
だと感じた。ほとんどの授業でレ
ポートとプレゼンテーションが課
されるため、時間はあっという間
に過ぎてしまう。

国際センターコメント

▪世界の大学ランキングで急激に
ランクアップし注⽬を集めている
若い大学。

Fudan University

復旦大学
◦協定校Webサイト https://www.fudan.edu.cn/
◦募集要項 https://www.ic.keio.ac.jp/keio_student/ex_partner/Fudan.html

Eligibility
Students enrolled in an undergraduate or a graduate program

Minimum GPA (UG)
N/A

Minimum language proficiency (UG)
◦Students who wish to take classes in Chinese: HSK Level 6 (score 

above 200)
◦Students who wish to take classes in English: TOEFL iBT 80 or 

IELTS 6.0 with no section less than 6.0

University Profile
Fudan was established in 1905 and it has enjoyed high academic 
reputation both in China and around the world. It comprises 
17 schools and 4 departments. The university has 57 research 
institutions, 80 interdisciplinary research centres and 10 attached 
hospitals.

塾生コメントPick Up!

▪この留学を機に、一生をかけて、中
国語・中国⼈・中国文化と向き合っ
ていきたいと感じるようになった。

▪授業は基本的に講義形式。

国際センターコメント

▪1905年に創立した歴史ある名門
校であり文系・理系ともに多くの
学科が開設されている。慶應との
交流の歴史も長い。

▪復旦大学派遣生用の奨学金あり。

Jilin University

吉林大学
◦協定校Webサイト https://www.jlu.edu.cn/
◦募集要項 https://www.ic.keio.ac.jp/keio_student/ex_partner/Jilin.html

Eligibility
◦Students enrolled in an undergraduate or graduate program
◦Students of Chinese nationality are not eligible to apply

Minimum GPA (UG)
N/A

Minimum language proficiency (UG)
◦Students who wish to take classes in Chinese: HSK Level 4 or 

Level 5 (depends on faculties)
◦Students who wish to take classes in English: TOEFL iBT 79 or 

IELTS 6.0

University Profile
Jilin University, founded in 1946, located in Changchun, the capital 
city of Jilin Province, is a key national comprehensive university. 
It ranked No.11 in China's College and University Rankings, 
published by the China University Alumni Association in 2015.

国際センターコメント

▪吉林は標準語を使っており、中国
語の訛りがないのも魅力の一つ。

▪中華⼈民共和国教育部直属の国
家重点大学、211工程、985工程
においても重点大学に選ばれて
いる。また、清華大学、北京大学、
中国⼈民大学に並び、多くの政
治家の出身校として有名。特に化
学、法学、物理学、哲学、数学、自
動車、地学、基礎医学、精神神経
医学、考古学の分野が伝統的に強
い。

Nanjing University

南京大学
◦協定校Webサイト https://www.nju.edu.cn/
◦募集要項 https://www.ic.keio.ac.jp/keio_student/ex_partner/Nanjing.html

Eligibility
◦Students enrolled in an undergraduate or graduate program
◦Students of Chinese nationality are not eligible to apply

Minimum GPA (UG)
N/A

Minimum language proficiency (UG)
◦Students who wish to take classes in Chinese: HSK Level 5
◦Students who wish to take classes in English: TOEFL iBT 70 or 

IELTS 6.0

University Profile
Founded in 1902, Nanjing University boasts three campuses: 
Gulou, Pukou, and Xianlin. Listed among the first group of "Project 
985" universities, Nanjing University is a key comprehensive 
university under the direct supervision of the Ministry of Education.

塾生コメントPick Up!

▪南京というだけで、ここへの留学を
躊躇している学生もいるかと思う。
来てみたらわかるが、日本⼈だから
何されるとか、そういったことは全く
ない。むしろ日本へ関心を持った方
が非常に多く、親切に接してくれる。

国際センターコメント

▪中国四大古都の一つである、山と
水に囲まれた南京にある歴史あ
る有名大学。

▪創立１００年以上の歴史を誇る全国
トップレベルの大学の一つ。
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慶應義塾大学派遣交換留学生募集要項

協定校の情報の一部を抜粋しています。出願に必要な最新の情報は、必ず国際センターおよび各協定校のWebサイトで確認をしてください。 協定校の情報の一部を抜粋しています。出願に必要な最新の情報は、必ず国際センターおよび各協定校のWebサイトで確認をしてください。

中国 中国

Nankai University

南開大学
◦協定校Webサイト https://www.nankai.edu.cn/
◦募集要項 https://www.ic.keio.ac.jp/keio_student/ex_partner/Nankai.html

Eligibility
◦Students enrolled in an undergraduate program
◦Students of Chinese nationality are not eligible to apply

Minimum GPA (UG)
N/A (3.0 recommended)

Minimum language proficiency (UG)
◦Students who wish to take classes in Chinese: HSK Level 5
◦Students who wish to take classes in English: TOEFL iBT 80 or 

IELTS 6.0

University Profile
Nankai University was founded in 1919. It is a key multidisciplinary 
university directly under the jurisdiction of the Ministry of 
Education of China, and a comprehensive university with a 
complete curr iculum that includes the humanit ies, natural 
sciences, technology, life sciences and the arts.

塾生コメントPick Up!

▪天津はここ数年国外の企業を積極
的に誘致しており、今まさに発展
途上の都市。

▪天津⼈はとにかく明るくて優しい。

国際センターコメント

▪周恩来首相の出身校として有名。
留学生も多く、市の中心からも
近い。

▪外国⼈向けの中国語教育に力を
入れている。

▪南開大学派遣生用の奨学金あり。

Peking University

北京大学
◦協定校Webサイト https://www.pku.edu.cn/
◦募集要項 https://www.ic.keio.ac.jp/keio_student/ex_partner/Peking.html

Eligibility
◦Students enrolled in an undergraduate or graduate program
◦Students of Chinese nationality are not eligible to apply

Minimum GPA (UG)
N/A

Minimum language proficiency (UG)
◦Students who wish to take classes in Chinese: HSK Level 6 with 

each item over 70 points.
◦Students who wish to take classes in English: TOEFL iBT 70 or 

IELTS 5.5

University Profile
Peking University is a comprehensive and national key university. It 
strives not only for improvements in teaching and research work, 
but also for the promotion of interaction and mutual promotion 
among various disciplines. Thus, Peking University has become a 
center for teaching and research and a university of a new type, 
embracing diverse branches of learning.

塾生コメントPick Up!

▪中国一の大学で中国⼈と肩を並
べて政治を学びたいと強く思った
ため、また多くの国の多様な⼈種
と関わる機会が多いのではないか
と考え志望した。

▪標準語を喋る方が圧倒的に多いの
で、標準語を学ぶには大変良い環境。

▪学生はやはり大変優秀で、積極的な
質問や意見をあげることが多く、大
変刺激になった。学生たちの勉強時
間も日本の学生より多く図書館の
自習スペースはいつも満席に近い。

▪北京大学の付近は大変治安が良く
静かな街。

国際センターコメント

▪北京大学派遣生用の奨学金あり。

Renmin University of China

中国⼈民大学
◦協定校Webサイト https://www.ruc.edu.cn/
◦募集要項 https://www.ic.keio.ac.jp/keio_student/ex_partner/Renmin.html

Eligibility
◦Students enrolled in an undergraduate or graduate program
◦Students of Chinese nationality are not eligible to apply

Minimum GPA (UG)
3.0

Minimum language proficiency (UG)
Chinese: HSK Level 6

University Profile
Renmin University of China (RUC, also known as the People's 
University of China) is a key university in China. The RUC's 
strengths emphasize the humanities and social sciences; however, 
the university also embraces disciplines in the area of natural 
sciences. The RUC is a comprehensive research-orientated 
university.

塾生コメントPick Up!

▪大学周辺は、繁華街からほどよく
離れていること、周囲に娯楽施設
がないということもあって、非常
に落ち着いた雰囲気。市の中心部
に出る際にも交通の便が非常に良
く、かなり魅力的な立地。

国際センターコメント

▪⼈文社会科学分野では全国トップ
クラスの国家重点総合大学で、国
内をリードする総合大学である。

▪中国⼈民大学派遣生用の奨学金
あり。

Shanghai Jiao Tong University

上海交通大学
◦協定校Webサイト https://en.sjtu.edu.cn/
◦募集要項 https://www.ic.keio.ac.jp/keio_student/ex_partner/shanghai_jiao_tong.html

Eligibility
◦Students enrolled in an undergrduate or graduate program
◦Students of Chinese nationality are not eligible to apply

Minimum GPA (UG)
3.0

Minimum language proficiency (UG)
◦Students who wish to take classes in Chinese: HSK Level 5
◦Students who wish to take classes in English: IELTS 6.0 or TOFEL 

iBT 90 is recommended

University Profile
Established in 1896 as Nan Yang College, Shanghai Jiao Tong 
University is one of the first national institutions of higher learning 
in China. The name "Jiao Tong" comes from the book Yi Jing. 
Literally, "Jiao" means unite and "Tong" means harmony.

国際センターコメント

▪中国で最も古い歴史を持つ大学
の一つで、卒業生には有名な政
治家や学者、エンジニアなどが多
く、江沢民元国家主席の母校とし
ても有名である。

▪中国でも上位10位に入る外国⼈
受入数を誇り、中国の大学ランキン
グでは常にトップ5に入る名門校。
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慶應義塾大学派遣交換留学生募集要項

協定校の情報の一部を抜粋しています。出願に必要な最新の情報は、必ず国際センターおよび各協定校のWebサイトで確認をしてください。 協定校の情報の一部を抜粋しています。出願に必要な最新の情報は、必ず国際センターおよび各協定校のWebサイトで確認をしてください。

中国 中国

The Chinese University of Hong Kong

香港中文大学
◦協定校Webサイト https://www.cuhk.edu.hk/english/index.html
◦募集要項 https://www.ic.keio.ac.jp/keio_student/ex_partner/CU_Hong_Kong.html

Eligibility
Students enrolled in an undergraduate program

Minimum GPA (UG)
3.0

Minimum language proficiency (UG)
TOEFL iBT 71 or IELTS 6.0 (Law: TOEFL iBT 100 or IELTS 7.0)

University Profile
Founded in 1963, The Chinese University of Hong Kong (CUHK) is 
a forward-looking comprehensive research university with a global 
vision and a mission to combine tradition with modernity, and to 
bring together China and the West. CUHK is a bilingual university. 
English, Cantonese, and Putonghua are used for instruction. There 
are many courses that use English as a medium of instruction 
while some courses are given in Cantonese/Putonghua.

塾生コメントPick Up!

▪中国本土に近いうえ、留学生の受
け入れに積極的な学校である点
に魅力を感じた。中国らしい雑多
な雰囲気を残しつつ、治安が良く
交通機関も良く整備されていて大
変住みやすい。日本の大学との大
きな違いは、いかなる場面におい
ても何より主体性が要求される点。

「自らの意見を持ち、それを発信
しようとすること」が必須であるた
め、とにかく考える癖はついた。

The University of Hong Kong

香港大学
◦協定校Webサイト https://www.hku.hk/
◦募集要項 https://www.ic.keio.ac.jp/keio_student/ex_partner/Hong_Kong.html

Eligibility
Students enrolled in an undergraduate or graduate program

Minimum GPA (UG)
N/A
Law: 3.08
Business & Economics: 2.8

Minimum language proficiency (UG)
TOEFL iBT 93 or IELTS 6.5 (Law: TOEFL iBT 97 or IELTS 7.0 with no 
section less than 6.5)

University Profile
Established in 1911, the University of Hong Kong is the oldest 
tertiary institution in Hong Kong, located near the city centre. It 
is consistently ranked among the best universities in Asia and the 
world. It offers comfortable halls of residence either on or close 
to campus. Language of instruction is English, except for courses 
offered by the Department of Chinese.

塾生コメントPick Up!

▪香港大学は、「英語を共通語としな
がらも、多くの学生が英語を母語
としない」という特徴を持つ大学。
学生の大半を占める香港⼈・中国
⼈の英語は上手だが、それでもネ
イティブに比べればゆっくりで、帰
国子女でない⼈でも十分聞き取れ
る。その意味で、英語の苦手な⼈
でも世界トップランクの大学で英
語を使って学べる環境がある。

Tsinghua University

清華大学
◦協定校Webサイト https://www.tsinghua.edu.cn
◦募集要項 https://www.ic.keio.ac.jp/keio_student/ex_partner/Tsinghua.html

Eligibility
◦Students enrolled in an undergraduate or graduate program
◦Students of Chinese nationality are not eligible to apply

Minimum GPA (UG)
N/A

Minimum language proficiency (UG)
◦Students who wish to take classes in Chinese: HSK Level 5 (score 

above 60 on each section is recommended)
◦Students who wish to take classes in English: TOEFL iBT 70 or 

IELTS 5.5

University Profile
Tsinghua University was established in 1911. The educational 
philosophy of Tsinghua is to "train students with integrity." With 
the motto of "Self-Discipline and Social Commitment" and the spirit 
of "Actions Speak Louder than Words", it is dedicated to the well-
being of Chinese society and to world development.

塾生コメントPick Up!

▪社会科学学院国際関係学系は、中
国の対外政策に関する講義や研
究が充実していることに加え、政
府部門のトップを客員教授とした
講義が多数ある。中国が現実に実
施している外交や内政に携わる教
授も在任されている環境は、清華
大学でしか得られない貴重なもの
であると考えたため志望した。

▪留学生に対して開放的な印象。授
業においても留学生が積極的に
意見を言える雰囲気であった。

University of Macau

マカオ大学
◦協定校Webサイト https://www.um.edu.mo
◦募集要項 https://www.ic.keio.ac.jp/keio_student/ex_partner/Macau.html

Eligibility
◦Students enrolled in an undergraduate program
◦Students of Chinese nationality are not eligible to apply

Minimum GPA (UG)
N/A

Minimum language proficiency (UG)
◦Students who wish to take classes in English: TOEFL iBT 70 or IELTS 5.5
◦Students who wish to take classes in Chinese: A2

University Profile
Originally established as the University of East Asia, a private university 
following the British university system, it was later restructured as 
a public university and renamed the University of Macau by the 
Portuguese government prior to the transfer of sovereignty of Macau. 
The international history of the university, which mirrors the diverse 
history and culture of the city of Macau itself, is evident in such elements 
as the range of languages of instruction--with English as the main 
language, and a number of courses offered in Chinese, and Portuguese.

塾生コメントPick Up!

▪東洋と西洋の文化が入り交じる街
で両者の文化を楽しむことができ
る。世界遺産をはじめとして歴史
的に重要な文化財が多くあり、娯
楽の街でもあるため、週末は大変
混雑する。

▪国境を越え珠海市に行くと、交通
ルールや街の様子がガラッと変わ
り、リアルな中国を感じることがで
きる点も良い。

▪キャンパスは広大で、学部棟、ジ
ム、体育館、スーパー、レストラン
等何でも揃っているので学生生活
に集中できる環境がある。
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慶應義塾大学派遣交換留学生募集要項
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中国 インドネシア

Xi'an Jiaotong University

西安交通大学
◦協定校Webサイト http://www.xjtu.edu.cn/
◦募集要項 https://www.ic.keio.ac.jp/keio_student/ex_partner/Xian_Jiaotong.html

Eligibility
◦Students enrolled in an undergraduate or graduate program
◦Students of Chinese nationality are not eligible to apply

Minimum GPA (UG)
N/A

Minimum language proficiency (UG)
Chinese: HSK Level 4 180 points (Majortiy of the courses are 
conducted in Chinese.)

University Profile
The univers i ty  owns more than 100 years of  h istory and 
always ranks in the top of universities in China. Today, it is a 
comprehensive research university offering programs in nine areas-
-science, engineering, medicine, economics, management, art, 
law, philosophy and education--with a major emphasis on science 
and engineering. Located in the centre of China, Xi'an boasts 
outstanding culture and literature.

塾生コメントPick Up!

▪日本⼈が少ないので、ほとんどの
時間を中国⼈や他の国の留学生
と過ごすことになり、大変有意義。

▪留学を通して多くの友⼈ができ、
中国に対する考え方も大きく変わ
り、将来の方向性も決まった。西安
では、予想外の出来事や理不尽な
こともある。でも今考えると、それ
らを全部笑って許せるほどの魅力
がこの街と⼈々にはある。

国際センターコメント

▪西安交通大学派遣生用の奨学金
あり。

Zhejiang University

浙江大学
◦協定校Webサイト https://www.zju.edu.cn/
◦募集要項 https://www.ic.keio.ac.jp/keio_student/ex_partner/Zhejiang.html

Eligibility
◦Students enrolled in an undergraduate or graduate program
◦Students of Chinese nationality are not eligible to apply

Minimum GPA (UG)
N/A

Minimum language proficiency (UG)
◦Students who wish to take classes in Chinese:  

①  in the fields of liberal arts and Law: HSK Level 4 (score above 
210) 

②  in the fields other than above: HSK Level 4 (score above 190) 
◦Students who wish to take classes in English: TOEFL iBT 70 or 

IELTS 5.5

University Profile
Zhejiang University is one of China's oldest and most prestigious 
institutions of higher education.

塾生コメントPick Up!

▪杭州は中国では北京・上海に次ぐ
大都市だが、自然は多く、ほどよく
都会の要素と郊外の要素を併せ
持っているため、とても住みやす
い。

国際センターコメント

▪多くの著名⼈を輩出しているほ
か、中国系初のノーベル賞受賞者
である李政道が卒業した大学とし
ても知られている。 

韓国

Universitas Indonesia

インドネシア大学
◦協定校Webサイト https://www.ui.ac.id/en/homepage-international.html
◦募集要項 https://www.ic.keio.ac.jp/keio_student/ex_partner/Indonesia.html

Eligibility
Students enrolled in an undergraduate or graduate program

Minimum GPA (UG)
3.0

Minimum language proficiency (UG)
◦Students who wish to take classes in Bahasa Indonesia: Sufficient 

level to understand the lectures. Certificate such as TIBA is required.
◦Students who wish to take classes in English: TOEFL iBT 80 or IELTS 6.5
◦All students should be prepared to submit TOEFL iBT or IELTS 

score after selected as a nominee at Keio even if they are planning 
to take classes instructed in Bahasa Indonesia or BIPA program.

University Profile
Being one of the oldest state-run and autonomous universities in 
Indonesia with more than 160 years of experience in education, 
Universitas Indonesia (UI) strengthens its position in regional and 
international levels.

塾生コメントPick Up!

▪これからは英語だけでなく第２外
国語も使えることが重要という考
えもあり、インドネシア語と英語を
使って現地学生と議論したいと、
インドネシアトップのインドネシア
大学への留学を志望した。

国際センターコメント

▪急激な経済成長の只中にあり、⼈
口構成も若いインドネシアで、ア
ジア・ビジネスの熱気を体感して
みよう。

Ewha Womans University

梨花女⼦大学
◦協定校Webサイト http://www.ewha.ac.kr/
◦募集要項 https://www.ic.keio.ac.jp/keio_student/ex_partner/Ewha.html

Eligibility
◦Students enrolled in an undergraduate or graduate program
◦ Although it is a women's university, male students may also apply 

(20% of exchange students are male at Ewha as of 2015)

Minimum GPA (UG)
2.5

Minimum language proficiency (UG)
◦Students who wish to take classes in Korean: A2, but a sufficient 

command of Korean to follow lectures is recommended.
◦Students who wish to take classes in English: TOEFL iBT 70 or 

IELTS 5.5

University Profile
Ewha Womans University today is one of the most prestigious 
universities in Korea. Ewha was established in 1886 as the first-
ever educational institution for Korean women.

塾生コメントPick Up!

▪課題・勉強量が日本の大学より格
段に多かった。周りもみんな勉強
に熱心で、違いに驚いたが、とても
良い刺激を受けた。

▪英語でも韓国語でもたくさん勉強
する環境が非常にしっかりと整っ
ている。

国際センターコメント

▪女子大学としては世界最大の規
模。交換留学では男子学生も留学
できる。

▪梨花女子大学派遣生用の奨学金
あり。
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韓国 フィリピン

Korea University

高麗大学
◦協定校Webサイト https://www.korea.ac.kr/
◦募集要項 https://www.ic.keio.ac.jp/keio_student/ex_partner/Korea.html

Eligibility
Students enrolled in an undergraduate or graduate program

Minimum GPA (UG)
2.5

Minimum language proficiency (UG)
◦Students who wish to take classes in Korean: A sufficient 

command of Korean to follow lectures is recommended.
◦Students who wish to take classes in English: TOEFL iBT 70 or 

IELTS 5.5
◦Exchange students are not required to submit any offcial 

language results or certificates. However, fluency either in 
English or Korean is required.

University Profile
With a founding spirit of "national salvation through education," 
Korea University has grown and prospered for more than 100 
years. From its foundation by the Korean royal household in 1905, 
Korea University has been the driving force behind education and 
social change in Korea.

塾生コメントPick Up!

▪さまざまな発展途上国からも官吏
や留学生を迎えているので、ヨー
ロッパや米国への留学とは違った
⼈脈が築ける。日本と似ているよ
うに見えてその実、常識や思想が
大きく異なる韓国は、日本の似姿
として国内政策について考えるこ
とにも大きな影響をもたらしてく
れる。

▪日本に比べ、授業時間が長く、より
積極的な参加が求められる。ほと
んどの授業がゼミ形式に近く、議
論することや、英語および現地語
でのレポート作成の能力は必須。

Seoul National University

ソウル国⽴大学
◦協定校Webサイト https://www.snu.ac.kr/
◦募集要項 https://www.ic.keio.ac.jp/keio_student/ex_partner/Seoul.html

Eligibility
Students enrolled in an undergraduate or graduate program

Minimum GPA (UG)
2.5

Minimum language proficiency (UG)
◦Students who wish to take classes in Korean: A sufficient 

command of Korean to fol low lectures is recommended. 
Applicants for Korean History psychology, statistics/pharmacy 
major must provide a proof of either KLAT Level 5 or TOPIK Level 5.

◦Students who wish to take classes in English: TOEFL iBT 88 or 
IELTS 6.0

University Profile
Seoul National University (SNU) is and has been the indisputable 
leader of advanced education in Korea since its establishment in 
1946. SNU has earned this reputation by maintaining the highest 
standards in both teaching and research.

塾生コメントPick Up!

▪選んだ理由は、韓国で最も知られ
ている大学であると同時に政治学
科で高い実績があるから。また、政
治外交学部の中で外交学と政治
学が分かれており、専門性が非常
に高いといわれているので選んだ。

▪日本と比べると参加型の授業が
多かった。グループディスカッショ
ンやプレゼンテーションを頻繁に
行った。学生が主体的に授業に参
加・発言する機会が多数あった。と
ても親切な教授が多く、かなり面
倒をみてくれる。

Yonsei University

延世大学
◦協定校Webサイト https://www.yonsei.ac.kr/
◦募集要項 https://www.ic.keio.ac.jp/keio_student/ex_partner/Yonsei.html

Eligibility
Students enrolled in an undergraduate or graduate program

Minimum GPA (UG)
2.5

Minimum language proficiency (UG)
◦Students who wish to take classes in Korean: KLAT Level 4 or 

TOPIK Level 4
◦Students who wish to take classes in English: TOEFL iBT 79 or 

IELTS 6.5

University Profile
Yonsei University is particularly fortunate to be situated in a 
spacious, quiet, and well-wooded environment which includes a 
mountain, located just in the center of Seoul's metropolitan area. 
In addition to enjoying the lovely environment, students can share 
special memories and experience Korean culture by participating 
in various Yonsei clubs and activities for international students.

塾生コメントPick Up!

▪キャンパスが広く、建物ごとに食
堂やカフェが入っていて、銀行・郵
便局・美容室・靴の修繕…本当に何
でもあり、街に出なくても生活で
きる。

▪学生達は韓国のエリート大に入っ
て来たということで、競争意識も
強く、授業も真面⽬に聞いている。
韓国の学生は政治などについてよ
く知っていて自分の意見を持って
いるので、こちらも話せるようにし
ていると良い。

国際センターコメント

▪延世大学派遣生用の奨学金あり。

韓国

University of the Philippines

フィリピン大学
◦協定校Webサイト https://up.edu.ph/
◦募集要項 https://www.ic.keio.ac.jp/keio_student/ex_partner/Philippines.html

Eligibility
Students enrolled in an undergraduate or graduate program

Minimum GPA (UG)
3.0

Minimum language proficiency (UG)
TOEFL iBT 70 or IELTS 6.0 

University Profile
The University of the Philippines (UP) is the national university 
of the Philippines. It takes pride in being the pioneer and leader 
in higher education in the country through academic excellence, 
outstanding research, and public service. UP produces scientific 
and creative outputs of the highest quality-- receiving both 
national and international recognition. UP was established in 1908 
and presently has eight constituent units. Courses are generally 
taught in English.

国際センターコメント

▪フィリピントップの国立大学のた
め、やる気や能力の高い現地学生
とともに学ぶことができる。
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慶應義塾大学派遣交換留学生募集要項
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シンガポール

National Cheng Kung University

国⽴成功大学
◦協定校Webサイト https://web.ncku.edu.tw/
◦募集要項 https://www.ic.keio.ac.jp/keio_student/ex_partner/ncku.html

Eligibility
◦Students enrolled in an undergraduate or graduate program
◦Students who hold Taiwan passport are not eligible to apply

Minimum GPA (UG)
N/A
Accountancy, International Business, Finance & Banking: 3.0

Minimum language proficiency (UG)
◦Students who wish to take classes in Chinese: Basic proficiency 

in Chinese language
◦Students who wish to take classes in English: TOEFL iBT 70 or 

IELTS 5.5 (Each department varies)
◦Each department varies
　http://ird.oia.ncku.edu.tw/var/file/67/1067/img/2279/
　NCKUSEP department requirements AY 201819.pdf

University Profile
National Cheng Kung University (NCKU), located in Tainan city, the 
oldest city in Taiwan, established as "Tainan Technical College" 
in 1931, has evolved itself into one of the most established 
comprehensive universities in Taiwan.

国際センターコメント

▪理工系の研究分野で高い評価を
受ける台湾のトップ校の一つ。

▪国立成功大学のある台南は古い
歴史を物語る街並みや建造物が
点在する穏やかな地方である。

▪台湾は親日家が多く、気候も過ご
しやすく、物価が安いので生活し
やすい。特に留学費用を抑えたい
⼈におすすめ。

▪英語によるコースも充実。

台湾

National University of Singapore

シンガポール国⽴大学　　
◦協定校Webサイト https://www.nus.edu.sg/
◦募集要項 https://www.ic.keio.ac.jp/keio_student/ex_partner/National_Singapore.html

Eligibility
Students enrolled in an undergraduate program

Minimum GPA (UG)
N/A

Minimum language proficiency (UG)
◦TOEFL iBT 70 or IELTS 5.5
◦Faculty of Law: TOEFL iBT 100 or IELTS 6.5

* Due to limited resources, acceptance and securing of law 
modules will be dependent on the availability

University Profile
A leading global university centred in Asia, the National University of 
Singapore (NUS) offers a global approach to education and research, with 
a focus on Asian perspectives and expertise. Its transformative education 
includes a broad-based curriculum underscored by multi-disciplinary 
courses and crossfaculty enrichment, as well as special programmes 
which allow students to realise their potential. Over 37,000 students from 
100 countries further enrich the community with their diverse social and 
cultural perspectives, making campus life vibrant and exciting.

塾生コメントPick Up!

▪アジアを中心に世界中から多く
の優秀な留学生が集まっていて、
勉強するうえでは非常にモチベー
ションを維持しやすい。

▪国自体は小さいが、さまざまな文
化が共存していて、一国に留学す
る以上の経験ができる。

▪課題量は多く、勉強時間は必然的
に長くなるが、周囲の学生や寮の
友⼈も毎日夜遅くまで勉強してい
るので、苦にはならない。

National Chengchi University

国⽴政治大学
◦協定校Webサイト https://www.nccu.edu.tw/app/home.php
◦募集要項 https://www.ic.keio.ac.jp/keio_student/ex_partner/Taiwan_Chengchi.html

Eligibility
◦Students enrolled in an undergraduate or graduate program
◦Students of Chinese nationality are not eligible to apply

Minimum GPA (UG)
2.5

Minimum language proficiency (UG)
◦Students who wish to take classes in Chinese: TOCFL Superior 

or HSK Level 4
◦Students who wish to take classes in English: TOEFL iBT 79 or 

IELTS 6.0

University Profile
Established in 1927, National Chengchi University (NCCU) is noted 
for its humanities and social sciences disciplines. It currently 
houses 9 colleges, including liberal arts, science, social sciences, 
law, commerce, foreign languages & literature, communication, 
international affairs and education.

塾生コメントPick Up!

▪アジア有数の都市、台北の中でも
自然豊かな所にある。空気はおい
しく、キャンパス内で蛍もみること
ができるし、バスに１０分乗るだけ
で台北の一番ホットな遊び場に繰
り出すことができる。

▪教員一⼈に対する学生の⼈数が少
ない印象を受けた。その分指名さ
れる頻度も高く、教員と仲良くな
れる機会も多い。授業形式が討論
式のものが多く板書式の授業に慣
れてしまっていたので、その適応
にかなり苦労した。

Singapore Management University

シンガポールマネジメント大学
◦協定校Webサイト https://www.smu.edu.sg/
◦募集要項 https://www.ic.keio.ac.jp/keio_student/ex_partner/Singapore_Management.html

Eligibility
Students enrolled in an undergraduate program

Minimum GPA (UG)
N/A

Minimum language proficiency (UG)
TOEFL iBT 93 or IELTS 7.0

University Profile
S ince  i t  was  i ncorpora ted  on  January  2000 ,  S ingapore 
Management University (SMU) has established undergraduate 
and postgraduate programmes that aim to produce leaders and 
creative entrepreneurs capable of excelling in a rapidly changing 
and dynamic world. Set up as Singapore's first private university 
offering a style of education modelled after The Wharton School, 
SMU occupies a state-of-the-art city campus located in the heart 
of Singapore's civic, cultural, and business districts.

塾生コメントPick Up!

▪ビジネスに特化した少⼈数クラス
の授業が受けられるので、自分の
キャリアを考えるのに役立つ。

▪ビジネス街の中心にあり、とても
便利な環境。治安はとても良い。

▪グループワークが多く、チームマ
ネジメント能力が上がった。

▪英語力やチャレンジ精神、自立心、
経営の知識なども得られた。
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慶應義塾大学派遣交換留学生募集要項

協定校の情報の一部を抜粋しています。出願に必要な最新の情報は、必ず国際センターおよび各協定校のWebサイトで確認をしてください。 協定校の情報の一部を抜粋しています。出願に必要な最新の情報は、必ず国際センターおよび各協定校のWebサイトで確認をしてください。

台湾 タイ

Chulalongkorn University

チュラロンコン大学
◦協定校Webサイト https://www.chula.ac.th/en/
◦募集要項 https://www.ic.keio.ac.jp/keio_student/ex_partner/Chulalongkorn.html

Eligibility
Students enrolled in an undergraduate or graduate program

Minimum GPA (UG)
2.75

Minimum language proficiency (UG)
◦Students who wish to take classes in English: TOEFL iBT 79 or 

IELTS 6.0
◦Students who wish to take classes in Thai: A sufficient command 

of Thai to be able to follow lectures without difficulty.

University Profile
Chulalongkorn University is Thailand's first institution of higher 
education, As a national intellectual center, the university 
produces the f inest quality graduates with a high level of 
knowledge and skills, that they can use to contribute to society.

国際センターコメント

▪タイ王国において最も古い歴史
を持つ権威ある国立大学であり、
タイ最高峰の大学として知られて
いる。

▪英語による授業も年々拡充され、
世界各国から多くの留学生が集
まる。

▪タイの物価は安いため、生活費を
抑えることができる。

ベトナム

Foreign Trade University

貿易大学（ハノイ）
◦協定校Webサイト https://english.ftu.edu.vn
◦募集要項 https://www.ic.keio.ac.jp/keio_student/ex_partner/Foreign_Trade.html

Eligibility
Students enrolled in an undergraduate or graduate program

Minimum GPA (UG)
N/A

Minimum language proficiency (UG)
TOEFL iBT 70 or IELTS 5.5

University Profile
Foreign Trade University (FTU) is one of the top universities 
in Vietnam. Established in 1960, FTU has gained enormous 
achievement in providing talented and high quality human 
resources to the economy and thus made great contribution to the 
industrialization, modernization and global economic integration 
of Viet Nam. 

国際センターコメント

▪ベトナムの難関大学の一つ。外交
や経済界、政治家、その他各界の
リーダーを輩出している。

オーストラリア

The Australian National University

オーストラリア国⽴大学
◦協定校Webサイト https://www.anu.edu.au/
◦募集要項 https://www.ic.keio.ac.jp/keio_student/ex_partner/ANU.html

Eligibility
Students enrolled in an undergraduate or graduate program

Minimum GPA (UG)
3.0

Minimum language proficiency (UG)
TOEFL iBT 80 with Reading 20, Listening 18, Speaking 18, Writing 
20, or IELTS 6.5 with no section less than 6.0

University Profile
ANU was established by Federal Parliament to build the nation's 
intellectual infrastructure. We are still driven by our founding mission 
to advance the cause of learning and research in Australia and take 
our place amongst the great universities of the world. The high 
reputation of ANU within the international academy is now matched 
by an equivalent and high reputation outside the academy.

塾生コメントPick Up!

▪英語圏でありながら、アジアを中
心にさまざまな国の⼈たちと交
流できる。国際政治を学んでいる
⼈にとっては、首都にある国立大
学という立地も相まって、実際に
国策に携わった⼈の授業を受けた
り、講演などを聞いたりすることが
できる。

National Taiwan University

国⽴台湾大学
◦協定校Webサイト https://www.ntu.edu.tw/
◦募集要項 https://www.ic.keio.ac.jp/keio_student/ex_partner/National_Taiwan.html

Eligibility
◦Students enrolled in an undergraduate or graduate program
◦Students who hold Taiwan passport are not eligible to apply

Minimum GPA (UG)
N/A

Minimum language proficiency (UG)
◦Students who wish to take classes in Chinese: B1
◦Students who wish to take classes in English: TOEFL iBT 70 or 

IELTS 5.5

University Profile
Founded in 1928, National Taiwan University (NTU) is the oldest 
and largest university in Taiwan, and has been ranked 1st among 
the Greater China Region's top universities (SJTU 2010 Ranking). 
Located in a great location, the main campus of NTU is park-
alike; alive with nature, it is in the subtropical Taipei metropolis, 
conveniently served by the sleek subway system and easily 
accessed by public transportation.

塾生コメントPick Up!

▪台北の都心部に位置し、学生街の
ため買いたいものは比較的何で
も手に入る。また、中心街への距
離も地下鉄ですぐなので、交通の
便で困ることもなかった。

▪海外からの留学生が多く、そのサ
ポートが手厚いので安心感を持っ
て生活することができた。また、英
語の授業も開講しているので、英
語を学ぶこともできる。
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慶應義塾大学派遣交換留学生募集要項

協定校の情報の一部を抜粋しています。出願に必要な最新の情報は、必ず国際センターおよび各協定校のWebサイトで確認をしてください。 協定校の情報の一部を抜粋しています。出願に必要な最新の情報は、必ず国際センターおよび各協定校のWebサイトで確認をしてください。

オーストラリア

The University of Melbourne

メルボルン大学
◦協定校Webサイト https://www.unimelb.edu.au/
◦募集要項 https://www.ic.keio.ac.jp/keio_student/ex_partner/Melbourne.html

Eligibility
Students enrolled in an undergraduate or graduate program

Minimum GPA (UG)
3.0

Minimum language proficiency (UG)
TOEFL iBT 79 with Reading 13, Listening 13, Speaking 18, Writing 
21, or IELTS 6.5 with no section less than 6.0. Some specific 
courses may have different score requirements
h t tp : // fu tu res tudents .un ime lb .edu .au/admiss ions/ent ry -
requirements/language-requirements

University Profile
The University of Melbourne is consistently ranked among the 
leading universities in the world, with international rankings of 
world universities placing it as number 1 in Australia and number 
33 in the world.

塾生コメントPick Up!

▪メルボルンはとても住みやすい街
で、特にメルボルン大学はキャン
パスが広く、緑も豊かで、恵まれた
環境で勉強することができる。

▪メルボルンは日本食も多く、公立
の小中学校では日本語を教えてい
る学校も多い。親日な場所に感じ
るため、日本⼈にとっても住みや
すい。

The University of New South Wales

ニューサウスウェールズ大学
◦協定校Webサイト https://www.unsw.edu.au/
◦募集要項 https://www.ic.keio.ac.jp/keio_student/ex_partner/UNSW.html

Eligibility
Students enrolled in an undergraduate or graduate program

Minimum GPA (UG)
3.0

Minimum language proficiency (UG)
TOEFL iBT 90 or IELTS 6.5
https://www.unsw.edu.au/english-requirements-policy

University Profile
The University of New South Wales (UNSW) is Australia's first 
international university attracting outstanding scholars and 
students from around the world.

塾生コメントPick Up!

▪シドニーの中心地から車で２０分
の場所にあり、閑静で過ごしやす
い街。オーストラリアは気候が良
く、ストレスフリーな国なので初め
て留学する方にもおすすめ。

▪海外からの留学生への待遇が良
く、充実した学生生活を送ることが
できた。

▪シドニーは⼈種のるつぼなので、
いろいろな文化に触れることがで
きる。

The University of Queensland

クイーンズランド大学
◦協定校Webサイト https://www.uq.edu.au/
◦募集要項 https://www.ic.keio.ac.jp/keio_student/ex_partner/Queensland.html

Eligibility
Students enrolled in an undergraduate or graduate program

Minimum GPA (UG)
N/A

Minimum language proficiency (UG)
TOEFL iBT 87 with Writing 21and Reading, Speaking, Listening 19,  
or IELTS 6.5 with no section less than 6.0
https://future-students.uq.edu.au/admissions/english-language-
requirements

University Profile
The University of Queensland (UQ) is one of Australia's most highly 
ranked and awarded learning and research institutions. With a student 
population of more than 46,800 students, one in every four students 
is an international student. This multicultural student population will 
allow you to gain exposure to a range of cultures and networks. The 
University's outstanding 200,000-plus alumni include a Nobel laureate, 
the CEO of a Fortune 500 company, an Academy Award winner, and 
leaders in government, law, science, public service and the arts.

塾生コメントPick Up!

▪クイーンズランド大学は国際政治
分野で世界をリードする大学の一
つであり、質の高い学びが期待で
きると思い志望した。実際、その選
択は間違っていなかったと実感し
ている。

▪気候は晴れた日が多く、とても恵
まれている。

オーストラリア

The University of Sydney

シドニー大学
◦協定校Webサイト https://sydney.edu.au/
◦募集要項 https://www.ic.keio.ac.jp/keio_student/ex_partner/Sydney.html

Eligibility
Students enrolled in an undergraduate or graduate program 

Minimum GPA (UG)
3.0

Minimum language proficiency (UG)
TOEFL iBT 85 with Reading, Listening, Speaking 17 and Writing 19, 
or IELTS 6.5 with no section less than 6.0
Some faculties and courses have different requirements
https://www.sydney.edu.au/study/how-to-apply/international-
students/english-language-requirements.html

University Profile
Many of our academics, your teachers, are leaders in their field 
giving you insights into the latest thinking and research in your 
field. We teach you think critically and find solutions to real 
world problems. You can increase the academic opportunities 
that you have, establish professional and career opportunities 
through networking, improve English language skills and cultural 
understanding, and develop your self-confidence and social skills.

塾生コメントPick Up!

▪国際関係学と国際政治学での評
価が高く、授業や施設が充実して
いたため志望した。

▪シドニーは多様なバックグラウン
ドが交差する都市。訛りを気にす
る方もいるかもしれないが、若い
世代は問題ないだろう。現にオー
ストラリア⼈の親友の英語は明瞭
で、アクセントなど気にならなかっ
た。

国際センターコメント

▪シドニー大学派遣生用の奨学金
あり。
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慶應義塾大学派遣交換留学生募集要項
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ニュージーランド

The University of Auckland

オークランド大学
◦協定校Webサイト https://www.auckland.ac.nz/en.html
◦募集要項 https://www.ic.keio.ac.jp/keio_student/ex_partner/Auckland.html

Eligibility
Students enrolled in an undergraduate or graduate program

Minimum GPA (UG)
2.7

Minimum language proficiency (UG)
TOEFL iBT 80 with 21 in Writing or IELTS 6.0 with no section less than 5.5
https://www.auckland.ac.nz/en/study/applications-and-admissions/
entry-requirements/undergraduate-entry-requirements/undergraduate-
english-language-requirements.html

University Profile
You'll be able to live in another culture, make new friends, gain 
international experience and build professional networks all at 
New Zealand's leading University. The University of Auckland is 
an ideal location for students from overseas, situated in the heart 
of Auckland city and close to the natural beauty New Zealand is 
famous for. Studying at the University of Auckland is an academic 
and cultural experience you'll never forget!

塾生コメントPick Up!

▪オークランドはニュージーランド
で一番規模の大きい都市である
ものの、東京に比べてかなりコン
パクトであると感じた。近年は移民
を多く受け入れている。気温は冬
は日本より暖かく、夏は涼しいの
で過ごしやすい。

University of Otago

オタゴ大学
◦協定校Webサイト https://www.otago.ac.nz/
◦募集要項 https://www.ic.keio.ac.jp/keio_student/ex_partner/Otago.html

Eligibility
Students enrolled in an undergraduate or graduate program

Minimum GPA (UG)
3.0

Minimum language proficiency (UG)
◦TOEFL iBT 80 with Writing 20, or IELTS 6.0 with no section less than 5.5
◦Bachelor of Teaching or Bachelor of Education Studies: IELTS 7.0 

with no section less than 7.0
https://www.otago.ac.nz/international/future-students/entrance-
requirements/english-language-requirements/

University Profile
The University of Otago is New Zealand's oldest university, 
founded in 1869. It has earned an international reputation for the 
quality of its research and teaching. Teaching at Otago is closely 
related to scholarly research, with the result that most teaching is 
undertaken by academics at the forefront of relevant knowledge. 
As a student at New Zealand's oldest university you will become 
part of a unique educational experience.

塾生コメントPick Up!

▪大学が所在するダニーデンはNZ
で5番⽬ほどの規模の都市だが、
日本の都市に比べると非常に小さ
い。歩こうと思えばたいていの場
所には歩いて行ける。街並みは美
しく、治安は学生都市という性質
もあり非常に安全。

国際センターコメント

▪英国やマオリなど多文化主義的な
要素が揃う。ラグビーでも有名。

カナダ

Concordia University

コンコルディア大学
◦協定校Webサイト https://www.concordia.ca/
◦募集要項 https://www.ic.keio.ac.jp/keio_student/ex_partner/Concordia.html

Eligibility
Students enrolled in an undergraduate or graduate program

Minimum GPA (UG)
2.8

Minimum language proficiency (UG)
◦TOEFL iBT 90 with a minimum combined score of 34 for 

speaking and writing, or IELTS 7.0 with no section less than 5.5
◦Journalism, Communication Studies, Creative Writing: TOEFL iBT 100
◦Some faculties and courses have different requirements.

http://www.concordia.ca/admissions/undergraduate/requirements/
english-language-proficiency.html

University Profile
Every year, our scholars, facilities and city inspire 46,000 students 
to engage with big questions head-on. Concordia offers more than 
100 undergraduate and graduate programs. Concordia boasts 
small classes, accessible and award-winning professors.

塾生コメントPick Up!

▪北米のパリといわれるモントリ
オールでは、基本的にお店の方は
皆フランス語も英語も喋れる。

▪カナダなので移民が多く、「外国
⼈」という見られ方はあまりしな
い。ただ、日本⼈は少ない。

▪治安はとても良い。
▪モントリオールは北米の文化的な

中心地の一つで、多様な文化的経
験ができるはず。フランス語の必
要性が低い英語大学であるコンコ
ルディア大学は、モントリオールの
中でも留学しやすいと思う。

McGill University

マギル大学
◦協定校Webサイト https://www.mcgill.ca/
◦募集要項 https://www.ic.keio.ac.jp/keio_student/ex_partner/McGill.html

Eligibility
Students enrolled in an undergraduate or graduate program

Minimum GPA (UG)
3.0

Minimum language proficiency (UG)
◦TOEFL iBT 90 with no section less than 21, or IELTS 6.5 with no 

section less than 6.0
◦Management and Education (TESL): TOEFL iBT 100 or IELTS 6.5 

with no section less than 6.0
◦Music: TOEFL iBT 79 or IELTS 6.5 with no section less than 6.0

University Profile
There's no place in the world quite like Montreal. It is a city 
steeped in culture and infused with internationalism. Its safe, 
socially vibrant setting makes Montreal one of the world's most 
livable cities. McGill University is a thriving city within a city -a 
community of learners where passionate, independent minds come 
together to combine their great ideas and make even greater ones.

塾生コメントPick Up!

▪カナダの大学の中で最も多くの国
から学生を受け入れているという
グローバルな環境において、国際
関係学の基礎や国連を含む国際
機関について学ぶことができると
感じ志望した。

▪街はカナダでありながらもヨー
ロッパ風のところも多く、街の⼈は
皆フランス語と英語両方を流暢に
話すバイリンガルであるため、非
常に刺激的。

▪周りも皆勉強に対する意識が高
く、一緒に切磋琢磨できる仲間が
いて、素晴らしい環境だった。
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慶應義塾大学派遣交換留学生募集要項
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カナダ

Queen's University

クィーンズ大学
◦協定校Webサイト https://www.queensu.ca/
◦募集要項 https://www.ic.keio.ac.jp/keio_student/ex_partner/Queens.html

Eligibility
Students enrolled in an undergraduate program

Minimum GPA (UG)
N/A

Minimum language proficiency (UG)
TOEFL iBT 88 with Reading 22, Listening 20, Speaking 22, Writing 
24, or IELTS 6.5 with no section less than 6.0

University Profile
Queen's is one of Canada's leading universities, with an international 
reputation for scholarship, research, social purpose, and spirit. 
Consistently highly-ranked, Queen's is known for its incomparable 
24-hour learning environment. Great teaching, great students, 
community and tradition - these are the hallmarks of the Queen's 
experience. Queen's has reflected and helped shape Canadian 
values and policies, educating many of the country's most notable 
political and cultural figures.

塾生コメントPick Up!

▪学生街なので、街は学生で溢れか
えっている。雰囲気、治安はとても
良い。

▪授業は、発言の機会がとても多く
充実したものであった。プレゼン
もかなり多い。

▪キャンパスはとてもきれいで、施
設も素晴らしかった。

The University of British Columbia

ブリティッシュ・コロンビア大学
◦協定校Webサイト https://www.ubc.ca/
◦募集要項 https://www.ic.keio.ac.jp/keio_student/ex_partner/UBC.html

Eligibility
Students enrolled in an undergraduate or graduate program

Minimum GPA (UG)
3.0

Minimum language proficiency (UG)
TOEFL iBT 90 with Reading 22, Listening 22, Speaking 21, Writing 
21, or IELTS 6.5 with no section less than 6.0

University Profile
The University of British Columbia（UBC） is a global centre for 
research and teaching, consistently ranked among the 40 best 
universities in the world. Its entrepreneurial perspective encourages 
students, staff and faculty to challenge convention, lead discovery 
and explore new ways of learning. At UBC, bold thinking is given 
a place to develop into ideas that can change the world. As one 
of the world's top research universities, UBC has created positive 
change at home and abroad for more than a century.

塾生コメントPick Up!

▪カナダは治安が良く、勉強する環
境が整っており、ブリティッシュ・コ
ロンビア大学はカナダの中でも有
数の大学であり、学生数も多い大
きな大学であったため志望した。

▪バンクーバーは、カナダの中では
大きい都市であり、ダウンタウン
は⼈も多く近代的だが、学校周辺
は自然も多く海に囲まれており環
境が良い。治安が良く、また交通
の便が良いため週末などはダウン
タウンに出かけて楽しめた。

カナダ

Université de Montréal 

モントリオール大学
◦協定校Webサイト https://www.umontreal.ca/
◦募集要項 https://www.ic.keio.ac.jp/keio_student/ex_partner/Montreal.html

Eligibility
Students enrolled in an undergraduate or graduate program

Minimum GPA (UG)
N/A

Minimum language proficiency (UG)
◦French: B2
◦Some departments may require a higher level.

University Profile
Founded in 1878, the Université de Montréal (UdeM), with its 
two affiliated schools, the École Polytechnique and the HEC 
Montréal, is now the largest university in Quebec and the second 
largest in Canada. Deeply rooted in Montreal and dedicated to its 
international mission, UdeM is one of the top universities in the 
French-speaking world. With over 9,316 foreign students enrolled 
last year, UdeM is considered one of Canada's most cosmopolitan 
universities.

塾生コメントPick Up!

▪フランス語の大学に留学、という
とやはりフランスが一番の候補
に挙がってくると思うが、モントリ
オールという選択も強くお勧めす
る。モントリオールでもフランス文
学や美術についても勉強でき、ケ
ベック独自の社会、言語などにつ
いて学ぶことが多く、面白い。

▪モントリオールでの生活は本当に
過ごしやすいことに加え、優しい⼈
が多く、街並みも素敵である。

University of Calgary

カルガリー大学
◦協定校Webサイト https://www.ucalgary.ca/
◦募集要項 https://www.ic.keio.ac.jp/keio_student/ex_partner/Calgary.html

Eligibility
Students enrolled in an undergraduate or graduate program

Minimum GPA (UG)
2.7

Minimum language proficiency (UG)
◦TOEFL iBT 86 or IELTS 6.5
◦Faculty of Law: TOEFL iBT 100 or IELTS 7.0

University Profile
The University of Calgary offers students a high-quality educational 
experience that prepares them for success in life. As one of 
Canada’s top comprehensive research universities, UCalgary 
combines the best of university tradition with the city of Calgary’s 
vibrant energy and diversity. We’re located in Calgary, one of the 
world’s safest and most welcoming cities, with a diverse, growing 
population and a rich cultural landscape.

塾生コメントPick Up!

▪カルガリー大学は、大学側に限らず、 
さまざまな学生組織が「私たちに聞
いて！」という姿勢でいてくれる。

▪カルガリーは⼈種の多様性にとて
も富んでいて、街に出ると本当に
たくさんの地域から来た⼈々を見
かける。

国際センターコメント

▪カナダ国内の大学ランキングでは
上位の常連校で、広大なキャンパ
スを持つ研究型総合大学。

▪街の中心地には電車で15分程で
行くことができ、自然にも囲まれた
とても便利なロケーションにある。
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慶應義塾大学派遣交換留学生募集要項

協定校の情報の一部を抜粋しています。出願に必要な最新の情報は、必ず国際センターおよび各協定校のWebサイトで確認をしてください。 協定校の情報の一部を抜粋しています。出願に必要な最新の情報は、必ず国際センターおよび各協定校のWebサイトで確認をしてください。

カナダ

University of Toronto

トロント大学
◦協定校Webサイト https://www.utoronto.ca/
◦募集要項 https://www.ic.keio.ac.jp/keio_student/ex_partner/Toronto.html

Eligibility
Students enrolled in an undergraduate or graduate program

Minimum GPA (UG)
Faculty of Arts & Science, Faculty of Applied Science and Engineering, 
Faculty of Music, Faculty of Kinesiology, and Physical Education: 2.25
Faculty of Architecture, Landscape, and Design: 2.7
https://inboundvisiting.utoronto.ca/schools/keio-university/

Minimum language proficiency (UG)
◦Faculty of Arts & Science, Faculty of Music, Faculty of Applied 

Science and Engineering, and Faculty of Kinesiology and Physical 
Education: TOEFL iBT 89 with Writing 22 or IELTS 6.5 with no 
section less than 6.0

◦Faculty of Architecture, Landscape, and Design: TOEFL iBT 100 
with Writing 22, or IELTS 6.5 with no section less than 6.0

◦Faculty of Law: TOEFL iBT 100 with Reading and Writing 25, or 
IELTS 7.0 with no section less than 6.5

University Profile
At University of Toronto, professors of international calibre bring 
leading research and scholarship to bear on their teaching and 
provide opportunities for study and discovery at the forefront of 
the sciences, social sciences, and humanities.

塾生コメントPick Up!

▪メインキャンパスはトロント市街
地のほぼ中心部にあり、交通、徒
歩のアクセスはとても良い。

▪授業のレベル、学生のレベルがと
ても高かった。図書館の蔵書が膨
大、かつデータベースが使いやす
い。LGBTの理解など多様性への
認識がとても進んでいた。

▪授業は、教授が問いを投げかけ、
学生と議論するような形で授業が
進むのが印象的で、学生の発言も
非常に積極的だった。

York University

ヨーク大学
◦協定校Webサイト https://www.yorku.ca/index.html
◦募集要項 https://www.ic.keio.ac.jp/keio_student/ex_partner/York_Canada.html

Eligibility
Students enrolled in an undergraduate or graduate program

Minimum GPA (UG)
N/A

Minimum language proficiency (UG)
◦Liberal Arts & Professional Studies, Environmental Studies, Glendon, 

Health, Science (except Engineering): TOEFL iBT 83 or IELTS 6.5
◦Education, Graduate Studies, Osgoode Hall Law School: TOEFL 

iBT 103 or IELTS 7.0
◦Engineering: TOEFL iBT 96 or IELTS 7.5
http://futurestudents.yorku.ca/requirements/language-tests

University Profile
Our unique interdisciplinary approach to learning allows students to 
study their subjects from many different angles simultaneously and 
allows them to combine majors in completely different fields. This 
approach expands the horizons of our students, providing them with a 
broad perspective of the world that opens up new ways of thinking.

塾生コメントPick Up!

▪⼈種のモザイクといわれるよう
に、本当に世界中からの学生と触
れ合うことができる。そして何より
カナダの⼈たちはみんな優しい。
さまざまな⼈種がいるからなの
か、差別等なく簡単に打ち解ける
ことができる。

▪共通してグループワークが多い。
プレゼンはもちろん論文等も共同
で提出するものが多く、外国⼈と
協力して成果を出すということは
新鮮で良かった。

米国

American University

アメリカン大学
◦協定校Webサイト https://www.american.edu/
◦募集要項 https://www.ic.keio.ac.jp/keio_student/ex_partner/american.html

Eligibility
Students enrolled in an undergraduate program

Minimum GPA (UG)
3.0

Minimum language proficiency (UG)
TOEFL iBT 85 with no section less than 20, or IELTS 6.5 with no 
section less than 6.0

University Profile
As a leading university in the United States, American University 
(AU) offers a classic U.S.-style comprehensive liberal arts curriculum 
based on a centralized, multi-purpose campus combined with 
unparalleled opportunities for students to put their learning into 
practice through internships and public service in the country's 
capital city of Washington, DC. A distinctive feature of AU's 
many programs is their close integration with Washington-based 
organizations and decision-makers as well as government entities. 

塾生コメントPick Up!

▪特に政治学や国際関係学に興味の
ある⼈にとってはうってつけの場
所。学校の授業でも教授がニュー
スについて問うてくることも多い。
今まで以上に世界で起きているこ
とに敏感になり、他の学生もよく意
見を言うので本当に刺激的。

▪アメリカン大学は、留学生の受け
入れが充実していることもあり、
本当にサポートが手厚い。勉強や
生活など他に困ったことがある場
合、しっかりしたアドバイザーに相
談でき安心だった。

Allegheny College

アレゲニー大学
◦協定校Webサイト https://allegheny.edu/
◦募集要項 https://www.ic.keio.ac.jp/keio_student/ex_partner/Allegheny.html

Eligibility
Students enrolled in an undergraduate program

Minimum GPA (UG)
3.0

Minimum language proficiency (UG)
TOEFL iBT 80 or IELTS 6.0

University Profile
A national liberal arts college where students with unusual combinations 
of interests, skills, and talents excel. Allegheny is a unique place where 
students embrace the College's total educational experience. These 
"wonderfully weird" combinations enhance our students' success here 
and ensure excellence in their future careers. Allegheny provides 
outstanding opportunities for students to grow in the true "liberal arts" 
tradition through its top-notch programs and activities. In addition, our 
students have the support of a dedicated, caring and accessible faculty.

塾生コメントPick Up!

▪⼈と⼈とのつながりがとても強い。
リベラルアーツの小規模な大学のた
め、図書館や食堂ではすぐに名前を
覚えてもらえる。ほとんどが少⼈数
の集中授業で、密度の濃いディスカッ
ションが行われていて、課題への丁寧
なフィードバックなど、教授陣はとて
も親身になって指導をしてくれる。

▪日本語を話す機会がほとんどなく、
留学生活に没頭できる環境。キャン
パスは、緑豊かな小さな田舎街にあ
り、勉学に専念してアメリカの大学
生活を存分に味わうには理想的。

国際センターコメント

▪アレゲニー大学派遣生用の奨学金あり。
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慶應義塾大学派遣交換留学生募集要項

協定校の情報の一部を抜粋しています。出願に必要な最新の情報は、必ず国際センターおよび各協定校のWebサイトで確認をしてください。 協定校の情報の一部を抜粋しています。出願に必要な最新の情報は、必ず国際センターおよび各協定校のWebサイトで確認をしてください。

米国

Boston University

ボストン大学
◦協定校Webサイト https://www.bu.edu/
◦募集要項 https://www.ic.keio.ac.jp/keio_student/ex_partner/Boston.html

Eligibility
Students enrolled in an undergraduate or graduate program

Minimum GPA (UG)
3.0

Minimum language proficiency (UG)
TOEFL iBT 90 with no section less than 20, or IELTS 7.0

University Profile
Boston University (BU) is one of the world's great academic 
and research centers and a microcosm of the diversity that 
built and still shapes our country. BU has one of the largest 
international student populations in America. Our students come 
from every state and more than 100 countries. Our faculty is 
international too, with Nobel Prize winners, renowned scholars 
and professionals at the top of their fields. The experience is not 
limited to the campus. Boston is recognized as an academic hub 
of the US. Boston is rich in culture and history, alive with the arts 
and entertainment and easily accessible from campus.

塾生コメントPick Up!

▪ボストン大学はハーバードやMIT
の付近にあり、とても優秀な学生
が集う地域にある。街と大学が一
体化しており街の治安はとても穏
やかかつエネルギー溢れる学生が
そこら中にいる。ボストンは歴史
があり、建築物もとてもきれい。

▪授業はほとんどが少⼈数授業であ
り、教授との距離が非常に近いと
感じた。課題や勉強量はもちろん
多く、また学生のモチベーションも
非常に高かった。

Brown University

ブラウン大学
◦協定校Webサイト https://www.brown.edu/
◦募集要項 https://www.ic.keio.ac.jp/keio_student/ex_partner/Brown.html

Eligibility
Students enrolled in an undergraduate program

Minimum GPA (UG)
N/A

Minimum language proficiency (UG)
TOEFL iBT 100 or IELTS 8.0

University Profile
Brown University aims to be a place for pure academic study and 
research and therefore it has not created a business school or law 
school. Keio University has a historically strong connection with 
Brown University. Yukichi Fukuzawa studied the Western higher 
education system at Brown University, and it is said that this is 
what inspired him to found Keio University. The Brown University 
President at the time, the economist Francis Wayland, had a 
profound influence on Yukichi Fukuzawa and there is even a famous 
anecdote that Yukichi Fukuzawa continued to give a lecture about 
an English language text by Francis Wayland despite the fact that 
the Boshin War was raging outside his classroom window.

塾生コメントPick Up!

▪特徴は、①多才な⼈が多いこと、
②起業家精神が旺盛で社会貢献
に対する想いが強いこと。①に関
して：マルチリンガルだったり、歌
がプロ並み、絵が上手など多才な
⼈が多く、刺激を受ける。②に関し
て：「どうあるべき」を議論するだ
けでなく、実際に「やる」・変化を起
こすという校風があり、友だちが
急に事業を立ち上げたり、卒業生
でNPOを立ち上げた⼈が講演に
来たりということがよくある。社会
に変化を起こす一個⼈としてこう
やって取り組めばいいんだ、という
ことを日々学べる。

Bryn Mawr College

ブリンマー大学
◦協定校Webサイト https://www.brynmawr.edu/
◦募集要項 https://www.ic.keio.ac.jp/keio_student/ex_partner/Bryn_Mawr.html

Eligibility
◦Only Third-year undergraduate students
◦Only female students are eligible

Minimum GPA (UG)
3.0

Minimum language proficiency (UG)
TOEFL iBT 100 or IELTS 7.5

University Profile
◦Bryn Mawr enjoys a proud legacy of success in women's higher 

education. The College is one of the prestigious "Seven Sisters," 
which were founded in the 1800's as "sister" schools to Ivy 
League Colleges.

◦Special relationships with Haverford and Swarthmore Colleges  
create social as well as academic opportunities.

塾生コメントPick Up!

▪一般的なアメリカ留学のイメージ
にあるような、広大なキャンパスで、
多種多様な学生と遊んで勉強して、
というものとは違い、こぢんまりし
たキャンパスで、アメリカ⼈やアメ
リカ⼈にかなり近い留学生と、勉強
して勉強して勉強する、といった感
じだった。言葉通りアメリカ⼈の中
にポンと入って、あんなにも文化や
考え方の違いを生で実感できる経
験はそうそうない。他に邪魔するも
のも一切なく、みんなが勤勉な環境
で勉強に集中でき、ものすごく楽し
かったし充実していた。

米国

Carnegie Mellon University

カーネギーメロン大学
◦協定校Webサイト https://www.cmu.edu/
◦募集要項 https://www.ic.keio.ac.jp/keio_student/ex_partner/Carnegie_Mellon.html

Eligibility
Students enrolled in an undergraduate program

Minimum GPA (UG)
N/A

Minimum language proficiency (UG)
TOEFL iBT 96 with no section less than 23, or IELTS 7.0

University Profile
Carnegie Mellon University advocates and facilitates international 
and cross-cultural experiences, perspectives and initiatives, 
including our international exchange opportunities. Through our 
seven schools and colleges, we offer focused disciplines in the 
fine arts, business, liberal arts, technology and the sciences, with 
the opportunity to work across disciplines during your exchange 
experience.

塾生コメントPick Up!

▪課題の量は日本に比べて多く難易
度も高いものが多いので、オフィ
スアワーへの参加が重要である。
このオフィスアワーで質問をする
ことが前提とされていると思う。

▪ピッツバーグは全米で住みやすい
街ランキング上位になることが多
く、野球、アイスホッケー、アメリ
カンフットボールのプロチームが
あり、大学の裏には大きな公園が
あって、のびのびとした良い街。
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慶應義塾大学派遣交換留学生募集要項

協定校の情報の一部を抜粋しています。出願に必要な最新の情報は、必ず国際センターおよび各協定校のWebサイトで確認をしてください。 協定校の情報の一部を抜粋しています。出願に必要な最新の情報は、必ず国際センターおよび各協定校のWebサイトで確認をしてください。

米国

Dartmouth College

ダートマス大学
◦協定校Webサイト https://home.dartmouth.edu/
◦募集要項 https://www.ic.keio.ac.jp/keio_student/ex_partner/Dartmouth.html

Eligibility
Students enrolled in an undergraduate program

Minimum GPA (UG)
N/A

Minimum language proficiency (UG)
TOEFL iBT 100 or IELTS 7.0

University Profile
Dartmouth is a paradox. Located in beautiful rural New Hampshire, 
it is an intimate community that explodes with energy and benefits 
from extraordinary connections and collaborations with thinkers, 
artists, and institutions nationally and internationally. Study at 
Dartmouth inevitably draws undergraduates not only into rich 
contacts with faculty throughout the Arts and Sciences, but also 
with faculty at our outstanding professional schools. The openness 
and the availability of the faculty to the students are integral to 
the Dartmouth experience.

塾生コメントPick Up!

▪規模が小さく、学部教育に格別の
重点を置いていることで有名で、
自分にとってベストでないかと考
え、志望した。

▪大学の環境も学生の勉強を第一
に考えられていて、じっくり勉学に
打ち込むことができる。周辺は治
安も良く、きれいに整備されてお
り、自然が美しい地域。

▪グループでの学習をする機会が多
く、教授たちもそれを奨励してい
る。

Georgetown University

ジョージタウン大学 
◦協定校Webサイト https://www.georgetown.edu/
◦募集要項 https://www.ic.keio.ac.jp/keio_student/ex_partner/Georgetown.html

Eligibility
Students enrolled in an undergraduate program

Minimum GPA (UG)
3.0

Minimum language proficiency (UG)
TOEFL iBT 88 with no section less than 20

University Profile
Georgetown is a major international research university that 
embodies its founding principles in the diversity of our students, 
faculty, and staff, our commitment to justice and the common 
good, our intellectual openness, and our international character. 
Under the guidance of renowned scholars, Georgetown students 
immerse themselves in the realm of ideas. Our students are 
encouraged not only to study but also to reflect, and through an 
understanding of the world, to prepare for lives of leadership and 
service.

塾生コメントPick Up!

▪D.C.は国際政治の中心地の一つ
であること、また当大学は国際関
係分野で有名であり、学べることが
一番多いと思ったため志望した。

▪ジョージタウンは非常におしゃれ
で、アメリカというよりもヨーロッ
パのような雰囲気。

▪授業はどれもレベルが高く、平日
は基本的にずっと勉強、土日もど
ちらかは勉強をしていた。内容が
非常に刺激的で楽しかったし、勉
強仲間もいたため、全く苦痛では
なかった。

米国

Illinois Wesleyan University

イリノイ・ウェズリアン大学
◦協定校Webサイト https://www.iwu.edu/
◦募集要項 https://www.ic.keio.ac.jp/keio_student/ex_partner/Illinois_Wesleyan.html

Eligibility
Students enrolled in an undergraduate program

Minimum GPA (UG)
3.0

Minimum language proficiency (UG)
TOEFL iBT 80 or IELTS 6.5

University Profile
Illinois Wesleyan University (IWU), an independent, residential, 
liberal arts university founded in 1850, strives to attain the ideal 
of a liberal education while providing unique opportunities with its 
distinctive curricula and programs. The university offers a tightly 
knit, supportive community and a variety of opportunities for close 
interaction with excellent faculty. IWU maintains a faculty-to-student 
ratio of 1 to 11 and average class size of 17 students. Special 
emphasis is placed on developing each student's critical thinking and 
communication skills, cultural literacy and global awareness.

塾生コメントPick Up!

▪ほとんどの授業が少⼈数で行われ
るため教授と学生の距離が近く、
どの教授も丁寧に質問に対応して
くれる。

▪小さい大学(1,900⼈くらい)のた
め、友だちが簡単にできる。

▪基本的に裕福な⼈達が住む街な
ので治安はかなり良い。

▪留学生の割合が少ないため、アメ
リカ⼈の友だちができやすい。

Manhattanville College

マンハッタンビル大学
◦協定校Webサイト https://www.mville.edu/
◦募集要項 https://www.ic.keio.ac.jp/keio_student/ex_partner/Manhattanville.html

Eligibility
Students enrolled in an undergraduate program

Minimum GPA (UG)
3.0

Minimum language proficiency (UG)
TOEFL iBT 80 or IELTS 6.5

University Profile
At Manhattanville College, rigorous academic preparation within 
a nurturing environment is matched by personalized attention to 
every student. Our close-knit community of 1,700 undergraduate 
students and 1,200 graduate students is diverse, representing over 
48 states and 76 countries. Our students also participate in over 50 
social clubs, run a radio station, and engage in over 30,000 hours 
of community service each year. Life at Manhattanville blends the 
leisurely pace of suburbia with the rich cultural resources and fast 
pace of New York City.

塾生コメントPick Up!

▪教授やスタッフの面倒見がとても
良く、また1クラスの⼈数も少なく
教授との距離が近い。

▪日本と比べて課題はとても多く忙
しかった。授業は少⼈数だったた
めディスカッションや発言する機
会が多く、勉強になった。

国際センターコメント

▪マンハッタンからは電車で1時間
半くらいの静かな環境。
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慶應義塾大学派遣交換留学生募集要項

協定校の情報の一部を抜粋しています。出願に必要な最新の情報は、必ず国際センターおよび各協定校のWebサイトで確認をしてください。 協定校の情報の一部を抜粋しています。出願に必要な最新の情報は、必ず国際センターおよび各協定校のWebサイトで確認をしてください。

米国

Rice University

ライス大学
◦協定校Webサイト https://www.rice.edu/
◦募集要項 https://www.ic.keio.ac.jp/keio_student/ex_partner/Rice.html

Eligibility
Students enrolled in an undergraduate program

Minimum GPA (UG)
3.0

Minimum language proficiency (UG)
TOEFL iBT 100 or IELTS 7.0

University Profile
Established in 1912, Rice is a top research institution and is 
dedicated to the "advancement of letters, science, and art." With 
an undergraduate population of about 3,800 students and a small 
student-to-faculty ratio, students are able to have more personal 
interactions with professors. Rice University is well known for its 
applied science program, and a strong emphasis is placed on arts 
and sciences. Houston is also considered a global city, with very 
diverse residents from various ethnic and religious backgrounds.

塾生コメントPick Up!

▪学部生が少なく教員と学生の比が
小さく、密な授業が行われること
が最大の利点かと思う。

▪テキサスに位置しており、優秀な
学生が揃っていて、各種手厚いサ
ポートも受けることができ（ライ
ティングの添削センター、24時間
体制の図書館等）、自然も豊かで、
文句なしの充実した環境が整って
いる大学。留学生が非常に少ない
ことも魅力の一つで、ネイティブ
に囲まれながら生活することがで
きる。

The College of William &  Mary

ウィリアム・アンド・メアリー大学
◦協定校Webサイト https://www.wm.edu/
◦募集要項 https://www.ic.keio.ac.jp/keio_student/ex_partner/WandM.html

Eligibility
Students enrolled in an undergraduate program

Minimum GPA (UG)
N/A

Minimum language proficiency (UG)
TOEFL iBT 100 with Writing 25, or IELTS 7.0

University Profile
We're the second oldest college in the nation, but also a cutting-
edge research university. We're highly selective, but also public, 
offering a world-class education without the sticker shock and 
allowing us to attract a highly diverse student body. Our students 
are not only some of the smartest in the world, but passionate 
about serving others and serious about having fun. Our professors 
are teachers, scholars and research mentors, the cornerstone of a 
thriving intellectual community that produces experienced, engaged, 
successful graduates. The university offers close faculty-student 
relationships, and maintains a faculty-to-student ratio of 1 to 12.

塾生コメントPick Up!

▪ヴァージニア州のウィリアムズ
バーグは、田舎でhistoricな場所
が多く煉瓦造りの２００年前を彷彿
させるような建物や町並みが好き
な⼈には素敵な場所だと思う。大
学はパブリックアイビーなので、他
の大学に留学するよりも授業につ
いていくのは大変だと思うが、教
授たちはすごく面倒見が良くて、
やる気のある学生にはぴったりの
留学先である。

The University of North Carolina at Chapel Hill

ノースカロライナ大学チャペルヒル校
◦協定校Webサイト https://www.unc.edu/
◦募集要項 https://www.ic.keio.ac.jp/keio_student/ex_partner/North_Carolina.html

Eligibility
Students enrolled in an undergraduate or graduate program

Minimum GPA (UG)
2.8

Minimum language proficiency (UG)
TOEFL iBT 85 or IELTS 6.0

University Profile
The University of North Carolina (UNC) sits at the heart of Chapel 
Hill, a picturesque town buzzing with cultural and artistic vitality. 
This quintessential college town offers an international ambiance, 
great communities, dynamic downtown areas, and a beautiful 
natural setting. UNC opened its doors in 1795, making it the 
oldest public university in the US. It offers an exceptional college 
experience for students who want to increase their understanding 
of the needs of the world around them. Its nationally acclaimed 
academic programs offer opportunit ies for publ ic service, 
leadership, global study, and undergraduate and graduate research.

塾生コメントPick Up!

▪街全体がほぼ大学で、地元の⼈々
もフレンドリーでアットホームな環
境だった。

▪治安は、キャンパス内は比較的安
全で、警備もしっかりしていた。

▪UNCはとても開かれた大学で、良
い意味で外部から来た留学生とい
うような扱いをされないので馴染
みやすい環境だった。

米国

University of California Education Abroad Program

カリフォルニア大学EAP
◦協定校Webサイト https://uceap.universityofcalifornia.edu/
◦募集要項 https://www.ic.keio.ac.jp/keio_student/ex_partner/UC.html

Eligibility
Students enrolled in an undergraduate or graduate program

Minimum GPA (UG)
3.0

Minimum language proficiency (UG)
◦TOEFL iBT 80 or IELTS 6.5 (UCB, UCI, UCM, UCR, UCSB, UCSC)
◦TOEFL iBT 80 or IELTS 7.0 (UCD)
◦TOEFL iBT 83 or IELTS 7.0 (UCLA and UCSD)

University Profile
The University of California (UC) is the major public research 
university in the state of California. Each campus offers attractive and 
distinct facilities, specialized schools, and remarkable opportunities 
in almost any discipline for visiting scholars from all over the world. 
By studying on EAP, reciprocity students will gain new academic 
insights, a broader understanding of other cultures, and the 
preparation to excel in an internationally competitive world.

塾生コメントPick Up!

▪【UCI】とても治安が良く、安心し
て暮らせる街。教授と学生の距離
が近い。

▪【UCSB】他のカリフォルニアの地
域と比較するとアジア⼈がかなり
少ない。授業はとても充実してい
て、インタラクティブ。

国際センターコメント

▪塾生の多くは、UCB、UCLAを希
望するが、希望通りに配置される
⼈数はかなり限られている。
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慶應義塾大学派遣交換留学生募集要項

協定校の情報の一部を抜粋しています。出願に必要な最新の情報は、必ず国際センターおよび各協定校のWebサイトで確認をしてください。 協定校の情報の一部を抜粋しています。出願に必要な最新の情報は、必ず国際センターおよび各協定校のWebサイトで確認をしてください。

米国

University of Hawai'i at Mānoa 

ハワイ大学マノア校
◦協定校Webサイト https://manoa.hawaii.edu/
◦募集要項 https://www.ic.keio.ac.jp/keio_student/ex_partner/Hawaii.html

Eligibility
Students enrolled in an undergraduate or graduate program

Minimum GPA (UG)
2.5 （3.0 recommended）

Minimum language proficiency (UG)
TOEFL iBT 70 (80 or over is recommended) or IELTS 6.0 (6.5 or 
over is recommended) * Students scoring less than TOEFL 100 or 
IELTS 7.0 must take the English Language Institute (ELI) placement 
exam upon arrival, and may need to take up to three courses in 
the ELI.

University Profile
The University of Hawai'i at Mãnoa is the flagship institution of the 
University of Hawai'i System. UH Mãnoa is a leader in Hawaiian, 
Pacific, and Asian studies, as well as in fields such as Astronomy, 
Oceanography, International Business, and Travel Industry 
Management.

塾生コメントPick Up!

▪大学のあるマノアは、ワイキキか
ら車で10～15分くらいの場所に
ある、あまり観光客は来ない静か
な地域。ただ、中心地にも歩いて
行くことは可能なくらいの距離な
ので、全く不便ではない。

▪多国籍な環境で差別はない。
▪穏やかな天気（いつも薄着でいられ

る、虹が日々の癒し、外で勉強するの
が気持ち良い、憂鬱な気分になりにく
い、外に出て行きたくなる）である。

▪慶應の授業よりディスカッションや
グループプレゼンの数は多い。

University of Illinois at Urbana-Champaign

イリノイ大学アーバナ・シャンペーン校
◦協定校Webサイト https://illinois.edu/
◦募集要項 https://www.ic.keio.ac.jp/keio_student/ex_partner/Illinois_Urbana-Champaign.html

Eligibility
Students enrolled in an undergraduate or graduate program

Minimum GPA (UG)
3.0

Minimum language proficiency (UG)
◦TOEFL iBT 80 or IELTS 6.0 with no section less than 6.0 
◦The College of Engineering: TOEFL iBT 100 or IELTS 6.5
◦The College of Media: TOEFL iBT 100 or IELTS 7.5 with no section less than 7.0
◦The School of Social Work: TOEFL iBT 103 or IELTS 7.5 with no 

section less than 7.0
Students must take the English Placement Test upon arrival on 
campus. The test will determine whether you need to take a 
sequence of English as a Second Language (ESL) courses.

University Profile
University of Illinois at Urbana-Champaign (UIUC) is a world leader 
in research, teaching and public engagement. UIUC challenges 
students to think intellectually, to develop into highly educated 
individuals and become lifelong learners.

塾生コメントPick Up!

▪静かな環境で勉強したい、さまざ
まな国から⼈が集まる大学に行き
たいと思っており、まさに思い描
いていた通りの場所だったので大
変満足している。

▪一方的な授業が少なく、自分の意
見などが求められるディスカッショ
ンの授業がほとんどなので、つい
ていくためには日頃の勉強が欠か
せなかった。シカゴや都会から離
れたところにキャンパスがあるの
で勉強しかすることがなく、学業に
集中できる環境だった。

米国

University of Maryland, College Park

メリーランド大学カレッジパーク校
◦協定校Webサイト https://www.umd.edu/
◦募集要項 https://www.ic.keio.ac.jp/keio_student/ex_partner/Maryland.html

Eligibility
Students enrolled in an undergraduate program

Minimum GPA (UG)
3.0

Minimum language proficiency (UG)
TOEFL iBT 90 with no section less than 22, or IELTS 6.5 with no 
section less than 6.5

University Profile
As the state's flagship university, the University of Maryland 
educates the most talented students from Maryland and beyond. 
We ranked 21th among all public U.S. universities and 37th 
worldwide in a recent international survey. Our faculty includes 
Nobel laureates and Pulitzer Prize winners. Our students win 
prestigious awards for their academic achievements and civic 
engagement. We embrace diversity, and we are taking advantage 
of our proximity to Washington, D.C., to educate tomorrow's 
leaders and address global challenges.

塾生コメントPick Up!

▪いつでも質問したいとき手を挙げ
て、講義中に質問して良いスタイ
ルだった。日本ではほとんど演習
がないのに対し、毎週大量の演習
があり、スピードが学部の授業で
は2倍、院向けの授業では4倍くら
いの速さだった。

▪博物館や連邦政府、NGO/NPO
本部、国際機関、シンクタンク、学
術施設がワシントン周辺に密集し
ており、さまざまな分野の学びと
⼈脈を深めることができる。

University of Notre Dame

ノートルダム大学
◦協定校Webサイト https://www.nd.edu/
◦募集要項 https://www.ic.keio.ac.jp/keio_student/ex_partner/NotreDame.html

Eligibility
Students enrolled in an undergraduate program

Minimum GPA (UG)
3.0

Minimum language proficiency (UG)
◦TOEFL iBT 90 or IELTS 7.0
◦The applicant may also be required to complete a phone 

interview with an admissions committee.

University Profile
The gilded Golden Dome and statue of Mary atop the Main 
Building proclaim the Notre Dame campus as a place where faith 
is treasured and diverse traditions shared and respected. Our 
students represent all 50 states and over 100 countries. Rigorous 
academics, NCAA Division I athletics, and numerous events and 
activities create an environment in which our students are ignited 
with a passion to learn and to live to their fullest capacity.

塾生コメントPick Up!

▪ノートルダム大学は日本では無名
だが北米では知らない⼈はいない
名門校。また、留学生の割合が少
なくて日本⼈はほぼいない。カリ
フォルニアのような多様性を受け
入れるリベラルな雰囲気の学校で
はないが、厳しい環境で生活する
ことで精神的に成長できると思い
ノートルダム大学を選んだ。
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慶應義塾大学派遣交換留学生募集要項

協定校の情報の一部を抜粋しています。出願に必要な最新の情報は、必ず国際センターおよび各協定校のWebサイトで確認をしてください。 協定校の情報の一部を抜粋しています。出願に必要な最新の情報は、必ず国際センターおよび各協定校のWebサイトで確認をしてください。

米国

University of Washington

ワシントン大学
◦協定校Webサイト https://www.washington.edu/
◦募集要項 https://www.ic.keio.ac.jp/keio_student/ex_partner/Washington.html

Eligibility
Students enrolled in an undergraduate or graduate program

Minimum GPA (UG)
3.0

Minimum language proficiency (UG)
TOEFL iBT 83 or IELTS 7.0

University Profile
Founded in 1861, the University of Washington is one of the 
oldest state-supported institutions of higher education on the 
West Coast and is one of the preeminent research universities 
in the world. The UW educates a diverse student body of 
approximately 40,000 to become responsible global citizens and 
future leaders through a challenging learning environment. We 
have 70 academic departments offering a diverse range of courses 
taught by top faculty members in their fields. No matter what your 
interest, the University of Washington can offer you a positive 
experience both academically and personally.

塾生コメントPick Up!

▪多国籍な⼈々が集うシアトルで、
多様なバックグラウンドを持つ学
生と交流したかったので志望し
た。また、Jackson School of 
International Studiesという
学部があり、国際政治についての
授業が充実していることも理由で
ある。

▪SeattleはLiberalな地域なので、
⼈種差別などはなく、治安も安定
している方だと思う。

University of Wisconsin-Madison

ウィスコンシン大学マディソン校
◦協定校Webサイト https://www.wisc.edu/
◦募集要項 https://www.ic.keio.ac.jp/keio_student/ex_partner/Wisconsin-Madison.html

Eligibility
Students enrolled in an undergraduate or graduate program

Minimum GPA (UG)
N/A

Minimum language proficiency (UG)
TOEFL iBT 95 or IELTS 6.5

University Profile
In achievement and prest ige,  UW-Madison has long been 
recognized as one of America's great universities, regularly ranked 
as one of the top three public research universities in the United 
States. Many of UW-Madison's academic programs are ranked 
among the best in the nation with more than 400 degree tracks and 
over 5,100 courses. A public, land-grant institution, UW-Madison 
offers a complete spectrum of liberal arts studies, professional 
programs, and student activities. Madison is one of the hubs of 
education, business, and culture in the state of Wisconsin, and 
known for a vibrant entertainment and performing arts scene.

塾生コメントPick Up!

▪ウィスコンシン州はアメリカの州
の中でも日本⼈の⼈口比率が少
ないことで有名。ウィスコンシン大
学マディソン校のジャーナリズム
学部は、全米トップ５にランクイン
するほどマスコミュニケーション
学の部門で質の高い授業を行って
いるため、第一志望とした。

▪街全体は落ち着いていて景観も
きれい。すぐ近くにはMendotaと
いう大きな湖があって自然にあふ
れたキャンパスだが、大学街であ
るため田舎感はあまりない。治安
も良い。

米国

Western Michigan University

ウェスタンミシガン大学
◦協定校Webサイト https://wmich.edu/
◦募集要項 https://www.ic.keio.ac.jp/keio_student/ex_partner/Western_Michigan.html

Eligibility
Students enrolled in an undergraduate or graduate program

Minimum GPA (UG)
2.5

Minimum language proficiency (UG)
◦TOEFL iBT 71 or IELTS 6.0
◦See more information on our English language requirements on
http://wmich.edu/studyabroad/exchangeenglish

University Profile
Western Michigan University （WMU） is a dynamic student-
centered research university with an enrollment of nearly 25,000. 
The Carnegie Foundation for the Advancement of Teaching places 
WMU among the 76 public institutions in the nation designated 
as research universities with high research activity. U.S. News 
& World Report's annual ranking of American colleges and 
universities includes WMU as one of the nation's top-100 public 
universities.

塾生コメントPick Up!

▪地域の良い点は、⼈種差別がほと
んどなく、さまざまな背景の⼈と
関われるところ。授業は学生が意
見を発言することが求められてい
た。どの教授も協力的で、留学生
であることを伝えると親身になっ
て対応してくれる。

国際センターコメント

▪ウェスタンミシガン大学派遣生用
の奨学金あり。慶應との縁も深い。

University of Pennsylvania

ペンシルバニア大学
◦協定校Webサイト https://www.upenn.edu/
◦募集要項 https://www.ic.keio.ac.jp/keio_student/ex_partner/pennsylvania.html

Eligibility
Students enrolled in an undergraduate program

Minimum GPA (UG)
3.0

Minimum language proficiency (UG)
TOEFL iBT 100 or IELTS 7.5

University Profile
Founded by Benjamin Franklin in 1740, the University of Pennsylvania 
is a member of the Ivy League, and internationally renowned for 
undergraduate-level teaching, research programs, as well as its 
graduate and professional schools. Through organized events, 
excursions, activities on campus, and dorm living, you have many 
opportunities to meet and mingle with degree-seeking peers at 
Penn and make lasting connections.

国際センターコメント

▪米国屈指の名門私立大学連合で
あるアイビー・リーグの1校であ
り、世界大学ランキングでも15位
以内に入る名門校。

▪フィラデルフィアに位置し、米国の
有名総合大学としては比較的珍し
い都市型大学である。
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慶應義塾大学派遣交換留学生募集要項

協定校の情報の一部を抜粋しています。出願に必要な最新の情報は、必ず国際センターおよび各協定校のWebサイトで確認をしてください。 協定校の情報の一部を抜粋しています。出願に必要な最新の情報は、必ず国際センターおよび各協定校のWebサイトで確認をしてください。

アルゼンチン

Tecnológico de Monterrey

モンテレイ工科大学
◦協定校Webサイト https://tec.mx/en
◦募集要項 https://www.ic.keio.ac.jp/keio_student/ex_partner/monterrey.html

Eligibility
Students enrolled in an undergraduate program

Minimum GPA (UG)
2.9

Minimum language proficiency (UG)
◦Students who wish to take classes in English: TOEFL iBT 80 or 

IELTS 6.5
◦Students who wish to take classes in Spanish: At least an advanced 

level. In order to ensure that you meet the required language skills, 
an online Spanish placement test and a Skype interview will be 
required to assess your level prior your arrival at Campus.

University Profile
Tecnológico de Monterrey is a comprehensive university offering 
degree programs in Engineering, Management and Social, Arts and 
Human Sciences, and Medicine. Keio exchange students enroll in 
Campus Guadalajara.

国際センターコメント

▪ラテンアメリカ最大規模の私立総
合大学。工科大学という名だが、
文系分野でも高いレベルの教育・
研究が行われている。

▪グアダラハラ・キャンパスは、治
安も良く、日系企業の工場なども
多いため、アジア⼈も多く見かけ
る。

▪学生もスタッフも非常にフレンド
リー。

WU (Vienna University of Economics and Business)

ウィーン経済・経営大学
◦協定校Webサイト https://www.wu.ac.at/en/
◦募集要項 https://www.ic.keio.ac.jp/keio_student/ex_partner/WU.html

Eligibility
Students enrolled in an undergraduate program

Minimum GPA (UG)
N/A

Minimum language proficiency (UG)
◦Students who wish to take classes in German: B2
◦Students who wish to take classes in English: TOEFL iBT 70 or 

IELTS 5.5

University Profile
WU is the EU's largest educational institution for business and 
economics, business law, and social sciences. The WU provides 
a large variety of courses in English and German. WU offers 
intensive German language courses prior to the beginning of a 
semester, as well as an extensive orientation program with a wide 
variety of cultural events and activities.

塾生コメントPick Up!

▪ウィーンは公共交通機関も使いや
すいので、住みやすい街。

▪グループワークや議論が多く、積
極的に発言することが求められ
た。課題も多い。

国際センターコメント

▪近年キャンパスが移転し、有名建
築家が設計した特徴的な図書館や
建物なども見所。

メキシコ ベルギーオーストリア

Universidad Torcuato Di Tella 

トルクァト・ディ・テラ大学
◦協定校Webサイト https://www.utdt.edu/
◦募集要項 https://www.ic.keio.ac.jp/keio_student/ex_partner/universidad_torcuato_di_tella.html

Eligibility
Students enrolled in an undergraduate or graduate program

Minimum GPA (UG)
3.0

Minimum language proficiency (UG)
Spanish:  A minimum of two years of college level or B2 (only if the 

students are taking courses taught in Spanish)
English: TOEFL iBT 70 or IELTS 5.5

University Profile
Universidad Torcuato Di Tella (UTDT) is a private non-profit institution 
founded in 1991 by the Di Tella Foundation and the Instituto Torcuato 
Di Tella, with support from the international philanthropic community. 
The mission of the University is to educate new generations of 
academic, social, political and business leaders, and to enhance 
research and scholarship in the arts and sciences. The University is 
organized in schools, centers, and departments, with graduate and 
undergraduate programs in humanities and social sciences.

塾生コメントPick Up!

▪ディ・テラ大学があるブエノスアイ
レスは、アルゼンチンの首都で南
米のパリと呼ばれるほど発展して
いる。といっても2002年に経済破
綻しており、まだまだ発展途上の
国であるが、ブエノスアイレスで
探して見つからないものはほとん
どない。かなりの都会なので、やり
たいこと、新しく始めたいことが簡
単に見つけられ、すぐにでも始め
られる。

Universiteit Antwerpen

アントワープ大学
◦協定校Webサイト https://www.uantwerpen.be/en/
◦募集要項 https://www.ic.keio.ac.jp/keio_student/ex_partner/Antwerpen.html

Eligibility
Students enrolled in an undergraduate or graduate program

Minimum GPA (UG)
N/A

Minimum language proficiency (UG)
◦Students who wish to take classes in English: TOEFL iBT 79 or IELTS 6.5
◦Students who wish to take classes in Dutch: A good command 

of the Dutch language

University Profile
The University of Antwerp (UA) is home to 20,000 students, of which about 
18 per cent come from overseas with 132 countries represented through 
the student body. Working at the university are over 5,000 employees, 
including 3,000 tenured researchers and almost 700 professors.
The university is organised across nine faculties, including Economics, 
Engineering, Arts, Design Sciences, Law, Medicine, Pharmaceutical, 
Veterinary and Biomedical Sciences, and Social Sciences.
It offers 33 undergraduate degree programmes, 69 master’s and 18 ‘master-
after-master programmes’. A total of 31 programmes are taught in English 
and the university prides itself on engendering an entrepreneurial approach.
There are nine campuses of the university that are spread throughout the 
diverse city of Antwerp, from the historic city centre to what is called the 

‘green belt’ to the south.

国際センターコメント

▪ベルギー首都ブリュッセルから
60キロほど北方に所在する総合
大学。

▪世界各国から幅広く留学生を迎
え入れており、2021年のTimes 
Higher Educationの世界大学ラ
ンキングで170位に選ばれている
名門校である。
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慶應義塾大学派遣交換留学生募集要項

協定校の情報の一部を抜粋しています。出願に必要な最新の情報は、必ず国際センターおよび各協定校のWebサイトで確認をしてください。 協定校の情報の一部を抜粋しています。出願に必要な最新の情報は、必ず国際センターおよび各協定校のWebサイトで確認をしてください。

塾生コメントPick Up!

▪授業はグループワークの課題が
多いため、他の学生と集まる機会
が多い。

▪授業が終わった後、海に泳ぎに
行ったりショッピングを楽しむ。

国際センターコメント

▪Financial Timesのランキングで
Financeの分野1位になったこと
もある。

▪南仏にある商業系グランゼコール
であり、ヨーロッパでもトップクラ
スのビジネススクール。

デンマーク

ESSEC Business School

エセック経済商科大学院大学
◦協定校Webサイト https://www.essec.edu/en/
◦募集要項 https://www.ic.keio.ac.jp/keio_student/ex_partner/Essec.html

Eligibility
Third- or fourth-year undergraduate students, or graduate students

Minimum GPA (UG)
N/A

Minimum language proficiency (UG)
◦Students who wish to take classes in French: Sufficient level to 

attend courses taught in French （B2）
◦Students who wish to take classes in English: TOEFL iBT 80 or 

IELTS 6.0

University Profile
ESSEC Business School is among the top two business schools in 
France and has achieved a global outreach over the past decades. 
On the undergraduate programme, students will join 3rd Year 
home students during the Fall and 4th year home students in the 
Spring semester, and will work in a truly multicultural environment.

塾生コメントPick Up!

▪ヨーロッパにおける文化・経済の
中心地なので自然とファッション
やスポーツ、著名な教授や業界⼈
が集まり、世界の最先端に触れる
ことができる。

▪ビジネススクールで実践的な勉
強をしたかったためESSECを選ん
だ。

EDHEC Business School

EDHEC 経営大学院
◦協定校Webサイト https://www.edhec.edu/en
◦募集要項 https://www.ic.keio.ac.jp/keio_student/ex_partner/EDHEC.html

Eligibility
Students enrolled in a Graduate program or Undergraduate 
program (3ｒｄ or 4th year)

Minimum GPA (UG)
N/A

Minimum language proficiency (UG)
◦Students who wish to take classes in French: B2
◦Students who wish to take classes in English: TOEFL iBT 70 or IELTS 5.5

University Profile
◦Fully international and directly connected to the business world, 

EDHEC is a school for business, rather than a business school, 
where excellence in teaching and research focuses on innovation 
to stimulate entrepreneurship and creativity. For business from birth 
and dedicated to business, EDHEC makes entrepreneurs for life, able 
to remodel or create successful businesses wherever they work.

◦The School’s teaching philosophy, inspired by its award-winning 
research activities, focuses on “learning by doing”.

フランス

École normale supérieure (ENS) 

ENS(高等師範学校）
◦協定校Webサイト https://www.ens.psl.eu/en
◦募集要項 https://www.ic.keio.ac.jp/keio_student/ex_partner/ENS.html

Eligibility
Third- or fourth-year undergraduate students, or graduate students

Minimum GPA (UG)
N/A

Minimum language proficiency (UG)
French: Sufficient command of French to be able to follow lectures 
without difficulty. B2

University Profile
The École Normale Supérieure has a prestigious past. Today, it 
continues to be recognized as one of the world's leading higher 
education institutions through its considerable contribution to 
scientific excellence. As a center of pioneering, cross-disciplinary 
research that provides training oriented towards innovation and 
creativity, it is resolutely turned towards the future.  For you, 
undergraduate and graduate students looking for a place to 
accomplish your training, we hope that you will discover here the 
unique opportunities that await you at the ENS.

塾生コメントPick Up!

▪良かった点は以下のとおり。
・学生、教授ともに優秀である。
・⼈が親切である。
・課外活動が充実している。
・キャンパスが24時間開いている。
・授業が基本的に少⼈数である。
・設備が充実している。

Aarhus University

オーフス大学
◦協定校Webサイト https://international.au.dk
◦募集要項 https://www.ic.keio.ac.jp/keio_student/ex_partner/Aarhus.html

Eligibility
Students enrolled in an undergraduate or graduate program

Minimum GPA (UG)
N/A

Minimum language proficiency (UG)
TOEFL iBT 83 or IELTS 6.5 

University Profile
Aarhus University is a young, modern university established in 
1928. It has grown to become a leading public research university 
with international reach covering the entire research spectrum. AU 
is consistently ranked as one of the world’s top 100 universities. 
Denmark is the country of “the happiest people in the world”. 
Numerous international studies place Danish inhabitants at the top 
of happiness and general satisfaction rankings. Aarhus is a young 
and dynamic city and despite its size, it manages to offer visitors 
the perfect mix of a small town charm and a cosmopolitan city.

塾生コメントPick Up!

▪デンマーク第二の都市であるが、
日本と比べるととても小さな町で
ある。デンマークはみな英語が上
手に話せるので不便なことはない。

国際センターコメント

▪ 派 遣 交 換 留 学では唯 一 の デン
マークにある協定校。オーフス大
学の授業および学生のレベルは高
く、幸福度ランキング上位に入る
デンマークは留学するにはとても
良い環境。

フランス
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慶應義塾大学派遣交換留学生募集要項

協定校の情報の一部を抜粋しています。出願に必要な最新の情報は、必ず国際センターおよび各協定校のWebサイトで確認をしてください。 協定校の情報の一部を抜粋しています。出願に必要な最新の情報は、必ず国際センターおよび各協定校のWebサイトで確認をしてください。

フランス

Jean Moulin - Lyon 3 University

リヨン第３大学 
◦協定校Webサイト https://www.univ-lyon3.fr/
◦募集要項 https://www.ic.keio.ac.jp/keio_student/ex_partner/Lyon3.html

Eligibility
Third- or fourth-year undergraduate students, or graduate students

Minimum GPA (UG)
N/A

Minimum language proficiency (UG)
◦Students who wish to take DEUF program （classes in French）: 

DELF B1 or TCF 300
◦To take communication courses, DELF C1 is required.
◦Students who wish to take SELF program （classes in English）: 

TOEFL iBT 80 with no section less than 20, or IELTS 6.5 with no 
section less than 6.0

University Profile
Studying at Jean Moulin Lyon 3 University is choosing a quality 
education centred on innovative research, in a welcoming 
environment right in the heart of the historic city of Lyon. Open to 
students from all across Europe and the world, Jean Moulin Lyon 
3 University is a strong supporter of multiculturalism.

塾生コメントPick Up!

▪フランス第二の都市といわれてい
るリヨンは、パリに比べると規模的
には小さく、観光客向けというより、

「住む街」という印象。
▪リヨンはとても暮らしやすい。中心

街がコンパクトにまとまっていて、
歴史的建造物も多く街並みもきれ
いで、⼈も優しい。街でおもしろい
出会いをすることもある。

Sciences Po

パリ政治学院
◦協定校Webサイト https://www.sciencespo.fr/en
◦募集要項 https://www.ic.keio.ac.jp/keio_student/ex_partner/Sciences_Po.html

Eligibility
Third- or fourth-year undergraduate students, or graduate students

Minimum GPA (UG)
N/A

Minimum language proficiency (UG)
◦Students who wish to take classes in French: TCF minimum 

score 400 or DELF/DALF B2
◦Students who wish to take classes in English: TOEFL iBT 87 or IELTS 6.0

University Profile
Sciences Po is a well-established research university across the 
social sciences, with a host of dynamic research teams. Our 
researchers are recognized internationally and benefit from 
access to the largest social science library on the European 
continent. There are as many foreign students as French students 
on campus, and students number is low - 100 to 250 students in 
each regional centre, which means that each campus has a real 
community feel. 

塾生コメントPick Up!

▪授業は基本的に少⼈数のものが
多く、どの授業でも積極的な参加
が必須条件になる。

▪学生の約40％が留学生で、全然
違った価値観を持っている⼈がた
くさんいる。そういう⼈たちと一
緒に過ごせる時間は本当に貴重だ
と思うし、だんだん自分も変わって
いけたらいいな、という気持ちで
毎日過ごしている。

フランス

INALCO

INALCO(国⽴東洋言語文化大学）
◦協定校Webサイト http://www.inalco.fr/
◦募集要項 https://www.ic.keio.ac.jp/keio_student/ex_partner/INALCO.html

Eligibility
Students enrolled in an undergraduate or graduate program

Minimum GPA (UG)
N/A

Minimum language proficiency (UG)
For French Language courses: minimum A2
For Language and Civilisation courses: minimum B1/B2
For Speciality courses: minimum C1
Some speciality courses are not available to exchange students for 
prerequisite reasons. To be registered to a speciality course, students will 
first need to get the approval from INALCO corresponding responsible, so 
as to make sure he/she meets the language and academic requirements.
* Accepted Language Tests: DELF, DALF, Certificate issued by your home 
university stating that you have a sufficient level of French language to 
take classes in French at INALCO during your exchange program.

University Profile
17世紀後半にルイ14世の財務総監だったコルベールによって、フランスの外交の威
信を高めるための外国語学校として創立される。以後3世紀以上にわたり、研究者、外
交官、国際ジャーナリスト、経済⼈を輩出している。2011年9月にはパリ13区の国立図
書館のそばに新校舎が完成、現在は「新カルチエ・ラタン」と呼ばれる「国際言語・文化地
区」の牽引車的存在となっている。イナルコは、世界の93の外国・地域言語・文化を教え
ることで、世界的にも有名。大学全体では8,000⼈の学生がおり、そのなかでも日本学
部・大学院は約800⼈の学生を有し、学生達は毎日、切磋琢磨しながら勉強している。

塾生コメントPick Up!

▪名前に東洋とあるが、これはコル
ベール時代の東洋なので、西欧以
外すべての地域のことを指す。ネ
イティブアメリカンの難解な言語
をはじめ、ベルベル語、スワヒリ語
など日本ではお⽬にかかれない授
業もたくさん。社会系・国際政治系
の授業も強い。

▪フランス⼈学生と知り合う機会にと
ても恵まれているし、留学生サポー
トや施設も充実しているので学習
に最適。とりわけ言語学や、フラン
スのみならずさまざまな国の文化
に興味のある学生におすすめ。

HEC Paris

HEC 経営大学院
◦協定校Webサイト https://www.hec.edu/en
◦募集要項 https://www.ic.keio.ac.jp/keio_student/ex_partner/HEC.html

Eligibility
◦Third- or fourth-year undergraduate students, or graduate students
◦Students of French nationality or with French education 

background are not eligible to apply

Minimum GPA (UG)
N/A

Minimum language proficiency (UG)
Students must be able to follow courses in English (TOEFL iBT 70 
or IELTS 5.5) and/or French without difficulty.

University Profile
Founded in 1881 by the Paris Chamber of Commerce and Industry, HEC 
Paris specializes in education and research in management sciences. 
As a leading academic institution in Europe and worldwide, HEC Paris 
offers a complete and unique range of education programs for students 
and leaders. HEC Paris is a leading business school in Europe, world 
renowned for the quality of its degrees, faculty and research.

塾生コメントPick Up!

▪留学生がとても多いため、キャン
パス内では皆英語を話している。
在校生は他国の文化に寛容で非
常に過ごしやすい。さらに交換留
学生は大学院のプログラムに在籍
するため、レベルの高い講義を体験
できるという点は非常に良かった。

▪すべての講義が少⼈数制。教授と
の距離も近く、手を挙げ発言する
ことを常に求められる。
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慶應義塾大学派遣交換留学生募集要項

協定校の情報の一部を抜粋しています。出願に必要な最新の情報は、必ず国際センターおよび各協定校のWebサイトで確認をしてください。 協定校の情報の一部を抜粋しています。出願に必要な最新の情報は、必ず国際センターおよび各協定校のWebサイトで確認をしてください。

フランス

Université de Paris   ※Former name : Université Paris Diderot

パリ大学　※旧称：パリ・ディドロ大学（パリ第7）

◦協定校Webサイト https://u-paris.fr/en/
◦募集要項 https://www.ic.keio.ac.jp/keio_student/ex_partner/Paris7.html

Eligibility
Students enrolled in an undergraduate or graduate program

Minimum GPA (UG)
N/A

Minimum language proficiency (UG)
French: DELF B2, DALF C1/C2
※Taking the written expression part of the exam is mandatory.
※ A copy of the official certificate must be sent with the application.
※Only DELF and DALF are accepted.

University Profile
According to its own tradition and humanist principles set out by 
eighteenth-century encyclopaedist Denis Diderot, the university's 
ambition is to enlighten 21st-century society by opening up new fields 
of study, renewing traditional disciplines, developing and enhancing the 
achievements and results of research, and connecting with the community 
at large. It has acquired an international reputation for the excellence 
of its standards of research in all the fields in which it is active, namely 
science, medicine, dentistry, art and humanities and social sciences.

塾生コメントPick Up!

▪パリ大学を選んだ理由は、パリ大
学群の中でも比較的新しく、自由
でリベラルな雰囲気の中で勉強で
きると思ったため。また、さまざま
な専攻が存在し多数の留学生が
在籍しているので、多種多様な学
生・教授陣との出会いが期待でき
たことも魅力だった。実際に留学
してみてもその期待を裏切られる
ことはなかった。

フランス

Université Côte d'Azur    ※Former name : Université Nice Sophia Antipolis 

コート・ダジュール大学　※旧称：ニース大学

◦協定校Webサイト https://univ-cotedazur.eu/
◦募集要項 https://www.ic.keio.ac.jp/keio_student/ex_partner/Nice.html

Eligibility
Students enrolled in an undergraduate or graduate program

Minimum GPA (UG)
N/A

Minimum language proficiency (UG)
◦B2 in French
◦At the time of internal selection at Keio, French certificate is 

necessary. 

University Profile
Universite de Nice, a comprehensive university, was founded in 
1965; it traces its origins to the distinguished 17th-century college 
of law that became the modern university's law faculty.

塾生コメントPick Up!

▪フランス・ニースは地中海に面し
た、フランス有数の避寒地であり、
観光客は一年を通して多い。夏は
カラッとした暑さ、冬は東京よりも
暖かい。一年間無事に留学を終え
られたのはニースという街に来て
勉強したからだと思う。

▪ニースはとにかく街と海がきれい
で、治安も良く安心して暮らせる
街。

Université de Strasbourg

ストラスブール大学
◦協定校Webサイト https://en.unistra.fr/
◦募集要項 https://www.ic.keio.ac.jp/keio_student/ex_partner/strasbourg.html

Eligibility
Students enrolled in an undergraduate or graduate program

Minimum GPA (UG)
N/A

Minimum language proficiency (UG)
◦Students who wish to take classes in French: B1 mandatory, B2 

generally strongly recommended.  Performing and Visual Arts : 
C1 mandatory.  Letters(undergraduate) : B2 

◦Students who wish to take classes in English: TOEFL iBT 70 or IELTS 5.5
* Different faculties have different requirements so make sure to 
check the requirements for the faculty of your choice.

University Profile
51,000 students, 5,000 academic and administrative staff, 32 
departments, 78 laboratories, 35 faculties/ schools/ Institutes, 25 
libraries, 81 students clubs, 6 campus with 130 buildings… 
51,000 students, including 20% of international students among them :
12% Bachelor’s degree, 21% Master degree, 46% are in doctoral degree

国際センターコメント

▪ドイツとの国境にも近く、ドイツ
領時代の街並みが残っているほ
か、言葉や食といった文化にもドイ
ツの影響が見られる。フランスとド
イツ、2国の文化が融合している
ため、一国に留学する以上の経験
ができる。

▪学内に日仏大学会館があり、ヨー
ロッパにおける日本研究の拠点の
一つでもある。

Toulouse 1 Capitole University

トゥールーズ第1大学
◦協定校Webサイト https://www.ut-capitole.fr/home/
◦募集要項 https://www.ic.keio.ac.jp/keio_student/ex_partner/Toulouse.html

Eligibility
Third- or fourth-year undergraduate students, or graduate students

Minimum GPA (UG)
N/A

Minimum language proficiency (UG)
French: DELF B2 or TCF 450
English:  TOEFL iBT 79 or IELTS 6.0 required (if the student follow 

courses taught in English) 
*Certificate required as part of application 

University Profile
University Toulouse 1 （UT1） Capitol finds its origin in the faculty of 
canon law created in 1229. With a long, widely-recognized tradition in 
the fields of law and political sciences, it has diversified in its research 
and lessons from the sixties by developing high-level teams in economics 
and management sciences. The reputation of Toulouse School of 
Economics (TSE) and the Institute d'Administration des Entreprises (IAE) 
has now expanded well beyond national borders and is ranked among 
the best research centers and leading academic institutions in Europe.

塾生コメントPick Up!

▪⼈口は多いが、観光客は少なく、
静かで落ち着いた街で生活しやす
かった。

▪パリに次ぐ学生都市ということで
学生が非常に多く、ヨーロッパ各
国からの留学生で賑わっている。

▪煉瓦造りの家が並ぶ南仏の大きな
街で、音楽や演劇、映画といった文
化的施設は大変充実している。ま
た、ラグビーやサッカーのチーム
があり、観戦を楽しめる。そして何
より、食事が素晴らしい。
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慶應義塾大学派遣交換留学生募集要項

協定校の情報の一部を抜粋しています。出願に必要な最新の情報は、必ず国際センターおよび各協定校のWebサイトで確認をしてください。 協定校の情報の一部を抜粋しています。出願に必要な最新の情報は、必ず国際センターおよび各協定校のWebサイトで確認をしてください。

フランス

Heinrich Heine University Düsseldorf

デュッセルドルフ大学
◦協定校Webサイト https://www.hhu.de/en/
◦募集要項 https://www.ic.keio.ac.jp/keio_student/ex_partner/Duesseldorf.html

Eligibility
Students enrolled in an undergraduate or graduate program

Minimum GPA (UG)
N/A

Minimum language proficiency (UG)
German: Sufficient level to follow lectures without difficulty, B1 or 
higher

University Profile
As a community of teachers and students, in the tradition of 
European universities and in the spirit of Heinrich Heine, the 
University of Duesseldorf offers education in an atmosphere of 
tolerance, promoting respect for minorities and coexistence across 
national borders. Since the University of Duesseldorf is deeply 
ingrained in this European cultural and educational tradition, one 
of our missions as a university is scientific research and instruction 
within a network of international cooperation.

塾生コメントPick Up!

▪ドイツに留学することはドイツ語と
英語の2ヵ国語に日常的に触れら
れ、他文化性を感受できるという
意味で環境的には申し分ない。

国際センターコメント

▪デュッセルドルフには日本⼈が
多く、日本食なども入手しやすく、
生活しやすい環境。

ドイツ

Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3

パリ第3大学
◦協定校Webサイト http://www.univ-paris3.fr/
◦募集要項 https://www.ic.keio.ac.jp/keio_student/ex_partner/Paris3.html

Eligibility
Third- or fourth-year undergraduate students, or graduate students

Minimum GPA (UG)
N/A

Minimum language proficiency (UG)
◦French: B2 level recommended, B1 accepted
◦Certificate of French language required
◦We do not have French courses for beginners; specific classes 

for exchange students are offered to strengthen their skills and 
methodology.

University Profile
Paris 3 University preserves and carries on Sorbonne cultural and 
humanistic legacy, while definitely forward looking, offering new 
courses in the fields of languages, literature, arts, and modern 
societies.

塾生コメントPick Up!

▪授業は少⼈数制のものが多く、日
本とは違って学生たちが積極的に
質問をしたり、教授の問いかけに
対して自身の考えをぶつけていっ
たりすることで講義が進んでい
く。

▪パリの学生であればヨーロッパ中
ほとんどの美術館や博物館に無料
で入館できるため、一年間学生と
してパリに滞在し何度も美術館に
足を運ぶことができるということ
も大きな魅力。

Freie Universität Berlin

ベルリン自由大学
◦協定校Webサイト https://www.fu-berlin.de/en/index.html
◦募集要項 https://www.ic.keio.ac.jp/keio_student/ex_partner/Berlin.html

Eligibility
Students enrolled in an undergraduate or graduate program

Minimum GPA (UG)
N/A

Minimum language proficiency (UG)
German: B2 (except for John F Kennedy Institute for North 
American Studies: C1, Natural sciences: B1)

University Profile
Freie Universität Berlin is one of Germany's leading research 
institutions. It is one of eleven German universities successful in 
all three funding lines in the federal and state Excellence Initiative, 
thereby receiving additional funding for its institutional future 
development strategy. Freie Universität can thus take its place 
as an "international network university" in the global competition 
among universities.

国際センターコメント

▪ベルリンで最も規模の大きい国
立総合大学。

▪全学生のうち約20%が留学生と、
国際色豊かなキャンパス。

▪Po l i t i c s  &  I n te rna t iona l 
Studiesの分野でも世界で高い
評価を得るなど、レベルの高い教
育・研究機関。

Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 

パリ第１大学
◦協定校Webサイト https://www.pantheonsorbonne.fr/
◦募集要項 https://www.ic.keio.ac.jp/keio_student/ex_partner/Paris1.html

Eligibility
Third- or fourth-year undergraduate students, or graduate students

Minimum GPA (UG)
N/A

Minimum language proficiency (UG)
French: DELF B2

University Profile
Pantheon-Sorbonne University, also known as "Paris 1", is one of 
the most renowned universities in France. Created in 1257, it is 
specialized in law, political science, economics, management, 
arts and humanities. Nearly 40,000 students are enrolled in its 
degree courses, from bachelor to PhD. Pantheon-Sorbonne is also 
a leading research center in its fields, with 1,000 teachers and 
researchers.

塾生コメントPick Up!

▪大学が集まる学生街にあり治安は
良い。

▪毎日刺激がたくさんあってすごく
良い経験ができた。

▪現地では、フランス語だけでなく、
英語を使う機会も多い。
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慶應義塾大学派遣交換留学生募集要項

協定校の情報の一部を抜粋しています。出願に必要な最新の情報は、必ず国際センターおよび各協定校のWebサイトで確認をしてください。 協定校の情報の一部を抜粋しています。出願に必要な最新の情報は、必ず国際センターおよび各協定校のWebサイトで確認をしてください。

ドイツ

Technische Universität Darmstadt (TU Darmstadt)

ダルムシュタット工科大学
◦協定校Webサイト https://www.tu-darmstadt.de/index.en.jsp
◦募集要項 https://www.ic.keio.ac.jp/keio_student/ex_partner/Darmstadt.html

Eligibility
Third- or fourth-year undergraduate students, or graduate students

Minimum GPA (UG)
N/A

Minimum language proficiency (UG)
◦Students who wish to take classes in German: B1
◦Students who wish to take classes in English: TOEFL iBT 72 or 

IELTS 5.5
◦The majority of lectures are taught in German.

University Profile
We regard the fact that numerous commercial enterprises, from 
specialized, medium-sized companies to major corporations, 
collaborate with us and that municipalities, government agencies, 
and non-profit organizations active on worldwide scales have high 
opinions of our expertise as signs of the extraordinary recognition 
we have earned.

塾生コメントPick Up!

▪整備された大きくてきれいな公
園が多数あり、また路面電車やバ
スが数分置きに走る活気ある街。
大学が2つあり学生が多い。大学
が交換留学生に対して大変積極
的に世話をしてくれ、イベントも
多く開催してくれるために友だち
がすぐにたくさんできる。

国際センターコメント

▪「工科大学」ではあるが、⼈文科学
系や社会科学系の学部もあり、文
系の学生も学べる。

ドイツ

RWTH Aachen University

アーヘン工科大学
◦協定校Webサイト https://www.rwth-aachen.de/
◦募集要項 https://www.ic.keio.ac.jp/keio_student/ex_partner/Aachen.html

Eligibility
Third or fourth-year undergraduate students, or graduate students

Minimum GPA (UG)
N/A

Minimum language proficiency (UG)
◦Students who wish to take classes in German: B1
◦Students who wish to take classes in English: TOEFL iBT 70 or 

IELTS 5.5

University Profile
RWTH is one of the top technical universities in Europe, especially 
strong in Engineering, Natural Sciences, and IT education. RWTH 
is in close cooperation with leading national and international 
industries and research centres. There are currently more than 
45,000 students enrolled in over 100 academic programs, and 
around 8,000 international students from 130 countries.

塾生コメントPick Up!

▪小さな街だがアーヘン大聖堂とい
う世界文化遺産もあるので観光
客もちらほらいる。雰囲気はヨー
ロッパの小さな街という感じで、東
京のような現代的な建物というよ
りは歴史的な建物、石畳の道の印
象が強い。

Saarland University

ザールラント大学
◦協定校Webサイト https://www.uni-saarland.de/en/home.html
◦募集要項 https://www.ic.keio.ac.jp/keio_student/ex_partner/Saarland.html

Eligibility
Students enrolled in an undergraduate or graduate program

Minimum GPA (UG)
N/A

Minimum language proficiency (UG)
German: Sufficient level to attend courses (minimum 400 hours), B1

University Profile
Saarland University was founded in cooperation with France 
- a cooperation which, from the very start, was committed 
to establishing a European university. Today, in the age of 
globalization, international cooperation is becoming an increasingly 
significant factor in our lives. With its binational history, its border 
location close to France and Luxembourg and its numerous 
academic exchange programs with universities around the world, 
Saarland University provides an ideal environment for students 
looking to enjoy the benefits of studying beyond conventional 
borders.

塾生コメントPick Up!

▪ドイツとフランスの歴史において
重要な場所で、国境を身近に感じ
られる場所だと思ったため志望し
た。

▪大学そのものは森に囲まれている
が、市内までさほど遠くなく、知名
度に反して都会。いわゆる大都市
でないことは、日本⼈が多すぎず、
現地の⼈と密接にかかわるには適
している。

Martin Luther University Halle-Wittenberg

ハレ大学
◦協定校Webサイト https://www.uni-halle.de/
◦募集要項 https://www.ic.keio.ac.jp/keio_student/ex_partner/Halle.html

Eligibility
Students enrolled in an undergraduate or graduate program

Minimum GPA (UG)
N/A

Minimum language proficiency (UG)
German: Sufficient level to follow lectures without difficulty (B2 is 
recommended but not required)

University Profile
Martin Luther University Halle-Wittenberg has a history of more 
than 500 years. As a traditional German university, the full 
spectrum of academic specialties, ranging from philosophy to 
engineering, is available at Halle. Many prominent Japanese 
personalities have studied or received doctoral degrees at Halle 
University, for example the Christian scholar Inazo Nitobe around 
1900.

塾生コメントPick Up!

▪小さな大学街という感じで、初め
て長い期間を外国で暮らす私に
とっては落ち着いたちょうど良い
大きさの街だった。講義、ゼミ等
の授業形式にもよるが、学生がと
にかくアクティブで教授との間で
インタラクティブに授業が進んで
いったイメージだった。
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慶應義塾大学派遣交換留学生募集要項

協定校の情報の一部を抜粋しています。出願に必要な最新の情報は、必ず国際センターおよび各協定校のWebサイトで確認をしてください。 協定校の情報の一部を抜粋しています。出願に必要な最新の情報は、必ず国際センターおよび各協定校のWebサイトで確認をしてください。

ドイツ

University of Cologne

ケルン大学
◦協定校Webサイト https://portal.uni-koeln.de/en/uoc-home
◦募集要項 https://www.ic.keio.ac.jp/keio_student/ex_partner/Cologne.html

Eligibility
Students enrolled in an undergraduate or graduate program

Minimum GPA (UG)
N/A

Minimum language proficiency (UG)
◦Students who wish to take classes in German: B2
◦Students who wish to take classes in English: TOEFL iBT 80 or IELTS 5.5

University Profile
The University of Cologne is a modern university in the heart of 
Europe. Academic excellence, internationality and widely varied 
curricula create a vibrant and inspiring environment for students, 
scientists and scholars. It has a strong reputation in business, 
humanities and life sciences. Since its distinction in the frame of 
the German Excellence Initiative 2012, the University of Cologne 
belongs to the small group of elite universities in Germany.

塾生コメントPick Up!

▪ドイツの中でも外国⼈の多い街で
留学生も多く、英語を話せる⼈も
多くて住み易かった。観光地のた
め特にケルン大聖堂付近・中央駅
周辺はスリが多く気をつけなけれ
ばいけない。またドイツの中でも
LGBTに寛容な街でパレードなど
が定期的に開かれたりもしている。

ドイツ

TU Dresden

ドレスデン工科大学
◦協定校Webサイト https://tu-dresden.de/
◦募集要項 https://www.ic.keio.ac.jp/keio_student/ex_partner/Dresden.html

Eligibility
Students enrolled in an undergraduate or graduate program

Minimum GPA (UG)
N/A

Minimum language proficiency (UG)
German: B1 (Medicine and Dentistry: B2)

University Profile
The range of research opportunities and courses offered at the 
TUD is extremely diverse and quite unique in Germany. The 
university is international in character with students from a 
variety of different countries. The TUD offers over 100 individual 
courses of study and can point to excellent undergraduate and 
graduate programs with interdisciplinary work. Exceptional results 
in interdisciplinary teaching and research are one of the most 
prominent features of the TUD.

塾生コメントPick Up!

▪コンパクトシティ、のんびりした街
といわれ、ベルリンやミュンヘンの
華やかさには欠けるが、勉強する
には良い街。

国際センターコメント

▪「工科大学」ではあるが、⼈文科学
や社会科学系の学部もあり、文系
の学生も学べる。

University of Bonn

ボン大学
◦協定校Webサイト https://www.uni-bonn.de/en
◦募集要項 https://www.ic.keio.ac.jp/keio_student/ex_partner/Bonn.html

Eligibility
Students enrolled in an undergraduate or graduate program

Minimum GPA (UG)
N/A

Minimum language proficiency (UG)
◦Students who wish to take classes in German: Goethe-Certificate 

A1 or Start Deutsch A1
◦Students who wish to take classes in English: A1 in German AND 

TOEFL iBT 70 or IELTS 5.5
◦The majority of lectures are taught in German.

University Profile
The Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn (University 
of Bonn) was founded in 1818. A wide range of course offerings, 
an outstanding reputation in teaching and research and a unique 
location make the University an especially attractive place to 
study.

塾生コメントPick Up!

▪地域としてはなまりが少なく、また
比較的小さな都市ではあるが学
生の街として有名であり、旧西ドイ
ツの首都であったという点で政治
的にも重要な都市であるボンを選
択した。

▪ドイツ語での履修を検討している
場合は施設も充実しているため、
留学前の期間や春休みを利用して
語学学校に通う等の選択肢も比較
的低コストで実現することができ
る。

Technische Universität München (TUM)

ミュンヘン工科大学
◦協定校Webサイト https://www.tum.de/en
◦募集要項 https://www.ic.keio.ac.jp/keio_student/ex_partner/TUM.html

Eligibility
Students enrolled in an undergraduate or graduate program

Minimum GPA (UG)
N/A

Minimum language proficiency (UG)
◦Students who wish to take classes in German: Sufficient level to 

attend courses
◦Students who wish to take classes in English: TOEFL iBT 70 or IELTS 5.5
◦Some German proficiency is highly recommended even for 

students who are only taking courses in Engl ish to ful ly 
participate in the wider community and student life. Language 
courses are available both prior to and during the semester.

University Profile
Technische Universität München (TUM) is one of Europe's 
top universities. It is committed to excellence in research and 
teaching, interdisciplinary education and the active promotion of 
promising young scientists. The university also forges strong links 
with companies and scientific institutions across the world.

塾生コメントPick Up!

▪ドイツの中ではフレンドリーな⼈
が多いといわれている地域にあ
り、基本的に英語が通じる。講義形
式の授業でも遠慮なく学生側から
質問することができる。セミナー
形式の授業も多く、そちらでは学
生たちの意見をもとに授業が進む
ので発言することが大切。

国際センターコメント

▪ノーベル賞受賞者を数多く輩出。
▪ドイツを代表するトップ大学の一つ

で、工科系の分野に加えスポーツ
や環境などについても学べる。
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ドイツ ギリシャ ハンガリー

National and Kapodistrian University of Athens

アテネ大学
◦協定校Webサイト https://www.uoa.gr/
◦募集要項 https://www.ic.keio.ac.jp/keio_student/ex_partner/Athen.html

Eligibility
Students enrolled in an undergraduate or graduate program

Minimum GPA (UG)
2.5

Minimum language proficiency (UG)
◦The main language of instruction is Greek. Foreign Languages' 

Facult ies and the Faculty of Law which offer special ized 
programmes in Engl ish, French, German and Ital ian. The 
school of law and Media studies Department offer specialized 
programmes in English. Some postgraduate programmes offer 
courses in other languages (mainly in English).

◦A sufficient command of English to allow students to communicate 
and function within an academic context is required.

University Profile
The National and Kapodistrian University of Athens (UoA) was 
founded in 1837. It is considered among the oldest and largest 
Universities in Europe.

国際センターコメント

▪1837年に創立された西地中海
地域で最も歴史ある大学。

▪ギリシャでは2番⽬の規模を持つ
総合大学で、国際交流にも重点
を置くなど、教育・研究面でのグ
ローバル化を図っている。

WHU - Otto Beisheim School of Management

WHU オットー・バイスハイム経営大学
◦協定校Webサイト https://www.whu.edu/en/
◦募集要項 https://www.ic.keio.ac.jp/keio_student/ex_partner/WHU.html

Eligibility
Students enrolled in an undergraduate program

Minimum GPA (UG)
N/A

Minimum language proficiency (UG)
◦Students who wish to take classes in German: Suff icient 

command of German is required to be able to follow lectures 
without difficulty.

◦Students who wish to take classes in English: TOEFL iBT 95 AND 
basic level of German is recommended.

University Profile
WHU - Otto Beisheim School of Management is an internationally 
oriented and privately f inanced business school.  Since its 
establishment, WHU has proved itself to be a paragon of future-
oriented research and teaching in business administration.

塾生コメントPick Up!

▪WHUはドイツの中で一番のビジ
ネススクール。そのため、現地の
学生のレベルは非常に高く、刺激
になる。もちろん交換留学生とし
てWHUに来る学生も優秀で、皆
英語がペラペラで勤勉だった。

▪日常会話は基本的に英語、学校
外(スーパーなど)ではドイツ語と
いったような日々を過ごしていた。

University of Siegen

ジーゲン大学
◦協定校Webサイト https://www.uni-siegen.de/
◦募集要項 https://www.ic.keio.ac.jp/keio_student/ex_partner/Siegen.html

Eligibility
Students enrolled in an undergraduate or graduate program

Minimum GPA (UG)
N/A

Minimum language proficiency (UG)
◦Students who wish to take classes in German: B2
◦Students who wish to take classes in English: TOEFL iBT 72 or 

IELTS 5.5

University Profile
The total number of students enrolled at the University is 
approximately 19,500, and 2,000 of these are international 
students from all over the world. We offer students from our 
international partner institutions a free choice of subjects; 
interdisciplinary studies are possible. As an exchange student, 
you are free to choose courses from nearly all subjects. German 
language programs are available: Intensive courses (20 hours per 
week) even for beginners are offered during the semesters.

国際センターコメント

▪ケルンから電車で1時間半ほどの
のどかな地方にある雰囲気の良
い大学。大都市と比べ、物価が安
いので生活費を抑えられるのも
魅力の一つ。

▪日本⼈の少ない環境で学びたい
⼈におすすめ。

University of Pécs

ペーチ大学
◦協定校Webサイト https://international.pte.hu/
◦募集要項 https://www.ic.keio.ac.jp/keio_student/ex_partner/pecs.html

Eligibility
Students enrolled in an undergraduate or graduate program

Minimum GPA (UG)
2.8

Minimum language proficiency (UG)
TOEFL iBT 70 or IELTS 5.5

University Profile
Since King Louis the Great founded the first Hungarian University 
in Pécs in 1367 the city has functioned as an educational center of 
the country and the region with longer and shorter interruptions. 
With its 20,000 students and 500 different study programs the 
University of Pécs (UP), the oldest university in Hungary, is one of 
the largest institutions of higher education in the country. 
The University has conducted degree programs in English for more 
than 30 years and so has become one of the most internationalized 
universities in Hungary. We are proud to host over 4,000 international 
students coming from more than 100 countries of the world.

国際センターコメント

▪ハンガリー最大の大学として知ら
れ、その歴史は１３６７年まで遡る
歴史ある大学。

▪国際化にも力を入れており114ヵ
国から留学生を受け入れ、学生の
約5⼈に１⼈は留学生といった国
際的な環境で学ぶことができる。

▪ブダペストから車で2時間程のエ
リアにある。

▪ペーチ大学派遣生用奨学金あり。
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Sapienza Università di Roma

ローマ大学 ラ・サピエンツァ
◦協定校Webサイト https://www.uniroma1.it/en/pagina-strutturale/home
◦募集要項 https://www.ic.keio.ac.jp/keio_student/ex_partner/sapienza_universita_di_roma.html

Eligibility
Students enrolled in an undergraduate or graduate program

Minimum GPA (UG)
N/A

Minimum language proficiency (UG)
◦Students who wish to take classes in Italian:  B2 
◦Students who wish to take classes in English: TOEFL iBT 70 or 

IELTS 5.5

University Profile
With over 700 years of history, 111,000 students, 4,000 teachers 
and 2,000 employees, technicians and librarians, in addition to 
2,000 administrative staff in university hospitals, Sapienza is the 
first university in Europe.
Our mission is to contribute to the development of a knowledge 
society through research, excellence, quality education and 
international cooperation.

国際センターコメント

▪その歴史は中世まで遡り、チェー
ザレ・ボルジアも学んだ。現在では
西ヨーロッパ最大規模の大学。

▪ノーベル賞受賞者を数多く輩出し
ており、イタリアでトップレベル
の大学。

イタリアアイルランド

"L'Orientale" University of Naples

ナポリ東洋大学
◦協定校Webサイト https://www.unior.it/
◦募集要項 https://www.ic.keio.ac.jp/keio_student/ex_partner/Naples.html

Eligibility
Students enrolled in an undergraduate or graduate program

Minimum GPA (UG)
N/A

Minimum language proficiency (UG)
Sufficient command of Italian to be able to follow lectures without 
difficulty. All students are required to take a Italian language 
placement test at the beginning of each semester for Italian 
Language and Culture Course at CILA. Students with advanced 
Italian Language proficiency may take courses in Italian offered by 
the Undergraduate Courses of various Faculties of Orientale.

University Profile
The "L'Orientale" University of Naples is the oldest school of Sinology 
and Oriental Studies in Europe and has a strong tradition of language, 
cultural and social studies, both ancient and modern, relating to 
Europe, Asia, Africa and the Americas. Since its very beginning, the 
"Orientale" has set itself up as a centre for learning and research which 
aims to focus on similarities and differences between various cultures.

塾生コメントPick Up!

▪大学街に位置し、ナポリ観光の⽬
玉であるスパッカ・ナポリ付近に所
在しているため、⼈通りは十分多
い。治安については問題ないとい
えるだろう。天候は一年中比較的
暖かく、晴天の日も多いため、非常
に快適に生活できる。

▪ナポリはリゾート地でもあり、かな
り開放的かつ快活な街である。外
に出かけて散歩をするだけでも現
地の言葉を使う機会があり、何よ
り新たな発見ができ、この街に対
して新たな好奇心が湧いてくる。

Ca' Foscari University of Venice

ヴェネツィア大学
◦協定校Webサイト https://www.unive.it/pag/13526
◦募集要項 https://www.ic.keio.ac.jp/keio_student/ex_partner/Venezia.html

Eligibility
Students enrolled in an undergraduate or graduate program

Minimum GPA (UG)
N/A

Minimum language proficiency (UG)
◦Students who wish to take classes in English: TOEFL iBT 72 or 

IELTS 5.5
◦Students who wish to take classes in Italian: B2 (CILS, PLIDA, 

CELI, etc.)
◦The list of certifications accepted is available from below 

(recognized certifications) :
http://www.unive.it/pag/16406/

University Profile
Università Ca' Foscari is Venice's first university. Today Ca' Foscari 
is a modern university offering a wide range of subjects in 4 main 
scientific-cultural areas: economics, languages, sciences, and 
humanities.

塾生コメントPick Up!

▪イタリアは日本といろいろな点で
真逆のイメージがあり（仕事に対
して、家族の重要さに対して）、か
つて西洋の文化と東洋の文化の
中継地点であったということに魅
力を感じ志望した。ヴェネツィア大
学は東洋文化研究がイタリアで最
も盛んな場所であり、日々イタリ
アの文化と日本の文化を比較する
機会に恵まれた。イタリア⼈は⼈
懐っこく、友だちになりやすい。ま
た、芸術や文化に触れる機会が多
く、大変刺激的だった。

University College Dublin

ユニバーシティ・カレッジ・ダブリン
◦協定校Webサイト https://www.ucd.ie/
◦募集要項 https://www.ic.keio.ac.jp/keio_student/ex_partner/Dublin.html

Eligibility
Students enrolled in an undergraduate or graduate program

Minimum GPA (UG)
N/A

Minimum language proficiency (UG)
TOEFL iBT 90 with no section less than 21 in writing and at least 
19 in every other section, or IELTS 6.5 with no section less than 6.0

University Profile
University College Dublin (UCD) is Ireland's largest and most 
richly diversified university. UCD traces its origins to the Catholic 
University of Ireland founded in 1854 by Cardinal John Henry 
Newman, author of the celebrated 'The Idea of a University'. 
Today UCD is a vibrant, modern university of over 22,000 students 
situated on a spacious and leafy campus some 5km to the south 
of Dublin city centre.

塾生コメントPick Up!

▪ダブリンの規模は大きすぎず、小
さすぎず、⼈々はとても親切で温
かい。

▪アイルランドは他の英語圏に比べ
ると馴染みの薄い国だが、ダブリ
ン中心部からバスで少し先に行く
と海や山、田園風景を見ることが
でき、観光するにも良い場所。パ
ブでは伝統音楽が演奏され、活気
に溢れている。

イタリア
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イタリア

Erasmus University Rotterdam

エラスムス大学ロッテルダム
◦協定校Webサイト https://www.eur.nl/en
◦募集要項 https://www.ic.keio.ac.jp/keio_student/ex_partner/Erasmus.html

Eligibility
◦Erasmus School of Economics, Erasmus School of Social and 

Behavioural Sciences, Erasmus School of History, Culture and 
Communication: undergraduate students, or graduate students

◦Rotterdam School of Management, Erasmus University College: 
Third- or fourth-year undergraduate students, or graduate students

Minimum GPA (UG)
N/A
Erasmus University College: 2.8

Minimum language proficiency (UG)
◦Erasmus School of Economics: TOEFL iBT 90 or IELTS 6.5
◦Erasmus School of Social and Behavioural Sciences: TOEFL iBT 80 

with no section less than 20, or IELTS 6.0 with no section less than 6.0
◦Erasmus School of History, Culture and Communication: TOEFL 

iBT 92 or IELTS 7.0
◦Rotterdam School of Management: TOEFL iBT 90 or IELTS 6.5
◦Erasmus University College: TOEFL iBT 100 with no section less 

than 20, or IELTS 7.0 with no section less than 6.0

塾生コメントPick Up!

▪WW2で焼き尽くされた後にでき
た新しい街で、先鋭的な建築が多
く近代的な街並み。その一方で自
然が常に身近にあり、ウサギや白
鳥が普通にいたり、キャンパス近く
に大きな川があったりと、バランス
良くとても開放的な街でもある。
⼈種や文化の多様性があり、また
インフラは先進国の中でも特に発
展しており、暮らしやすい。

▪オランダ語は不要で、英語さえあ
ればオランダでの生活は快適に過
ごせる。

Leiden University

ライデン大学
University of Pavia

パヴィア大学
◦協定校Webサイト https://www.universiteitleiden.nl/en
◦募集要項 https://www.ic.keio.ac.jp/keio_student/ex_partner/Leiden.html

◦協定校Webサイト https://web-en.unipv.it/
◦募集要項 https://www.ic.keio.ac.jp/keio_student/ex_partner/pavia.html

Eligibility
Third- or fourth-year undergraduate students, or graduate students

Minimum GPA (UG)
3.2 

Minimum language proficiency (UG)
◦TOEFL iBT 90 or IELTS 6.5
◦All Chinese nationals also need to get a Nuffic Certificate

University Profile
Leiden University is the oldest university of the Netherlands 
(1575). Located in a typical university city, university buildings 
are scattered throughout the city and students that live and study 
in Leiden give the city its relaxed and vivid atmosphere. Leiden 
University is a research-intensive university with consistently good 
scores in international rankings.

Eligibility
Students enrolled in an undergraduate or graduate program

Minimum GPA (UG)
N/A

Minimum language proficiency (UG)
◦Students who wish to take classes in Italian: B1
◦Students who wish to take classes in English (Third- or fourth-

year students can take Graduate courses in English, UG courses 
are NOT offered in English):　TOEFL iBT 80 or IELTS 6.0

University Profile
The University of Pavia is one of the oldest universities in Europe. 
An edict issued by King Lotharius quotes a higher education 
institution in Pavia as already established in 825. Today Pavia is 
a Research University, offering a wide variety of disciplinary and 
interdisciplinary teaching organized in 18 Departments and has 
study programmes at all levels: Bachelor’s degrees, single-cycle 
Masters degrees, research degrees, speciality schools and level I 
and II Masters degrees.

塾生コメントPick Up!

▪国際法の分野では非常に研究が
進んでおり、インターナショナルな
学生に囲まれながら勉強ができる
点に惹かれた。

▪オランダはリベラルかつ国際的な
国でとても過ごしやすい。オラン
ダ⼈は英語レベルが高いため、オ
ランダ語を話せなくても問題なく
過ごせた。

▪ライデン大学には日本語学科があ
り、日本⼈留学生には日本語学科
の学生がバディーとしてつき、サ
ポートしてくれる。

国際センターコメント

▪パヴィア大学は1361年に創立さ
れ、ミラノ近郊に所在する。ヨー
ロッパのなかでも古い大学のひと
つであり、83の学位課程をイタリ
ア語で、７つの修士課程を英語で
提供する総合大学である。

オランダ

Università Bocconi

ボッコーニ大学
◦協定校Webサイト https://www.unibocconi.it/
◦募集要項 https://www.ic.keio.ac.jp/keio_student/ex_partner/Bocconi.html

Eligibility
Students enrolled in an undergraduate or graduate program

Minimum GPA (UG)
N/A

Minimum language proficiency (UG)
◦Students who wish to take classes in English: TOEFL iBT 70 or 

IELTS 5.5
◦Students who wish to take classes in Italian: Sufficient command 

of Italian to be able to follow lectures without difficulty

University Profile
For a century, Bocconi has played a leading role in Italy's social and 
economic modernization. It has remained true to its founding values 
of being a major research university, with democratic values and 
open to the world, as well as financially and politically independent. 
Bocconi is contributing to the advancement of European higher 
education by teaching business and economic knowledge to 
prospective managers and researchers from all over the world.

塾生コメントPick Up!

▪志望した理由は、世界的ブランド
の経営・マーケティング戦略を授
業の中で扱うため、世界を見据え
た実務的な内容を学べる点。そし
てファッション・金融・ビジネスの中
心であるミラノに位置しているた
め、日々の生活の中から学んだこ
とを実践できる点。

▪ボッコーニ大学は、イタリア国内で
トップの大学で、この大学を⽬指し
てイタリア全土からたくさんの学
生が、さらにはヨーロッパやアメリ
カから優秀な学生がやって来る。
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オランダ

University of Bergen

ベルゲン大学
◦協定校Webサイト https://www.uib.no/en/
◦募集要項 https://www.ic.keio.ac.jp/keio_student/ex_partner/Bergen.html

Eligibility
Students enrolled in an undergraduate or graduate program

Minimum GPA (UG)
N/A

Minimum language proficiency (UG)
TOEFL iBT 70 or IELTS 5.5
(For courses in English language and literature, TOEFL 90 or IELTS 7.0)

University Profile
As a student at the University of Bergen (UiB), you will be studying in 
an international environment where you will come into contact with 
people and learning from all over the world. UiB is also the most 
urban university in Norway, with most of its campus concentrated 
in the heart of the city. The students' strong and visible presence 
in Bergen gives the city a youthful and modern feel, and an air 
of enthusiasm and optimism. To top it off, the city's location on 
Norway's western coast makes Bergen a very special combination 
of vibrant cultural scene and breathtaking nature experience.

塾生コメントPick Up!

▪自身の勉強や生活、⼈間関係に
しっかりと向き合い集中できる環
境である。非常に多くの国から留
学生が来ているので、国際的⼈間
関係を築くチャンスも多い。

▪留学をしてノルウェーが社会保障
や教育、男女平等に対して優れて
いると評価される要因は社会環境
や制度そのものよりも、個々⼈が
持っている考え方や社会に⽬を向
けようとする意識だった、というこ
とを特に感じた。

University of Oslo

オスロ大学
◦協定校Webサイト http://www.uio.no/english
◦募集要項 https://www.ic.keio.ac.jp/keio_student/ex_partner/Oslo.html

Eligibility
Students enrolled in an undergraduate or graduate program

Minimum GPA (UG)
N/A

Minimum language proficiency (UG)
TOEFL iBT 70 or IELTS 5.5

University Profile
The University of Oslo is Norway's largest and oldest institution 
of higher education. It was founded in 1811 when Norway was 
still under Danish rule. Today the University of Oslo has approx. 
27,700 students and 5,900 employees. Four Nobel Prize winners 
indicate the quality of the research at the University.

塾生コメントPick Up!

▪ノルウェー⼈は少しシャイだが、基
本的に優しいので仲良くなれると
とても楽しいと思う。

▪講義形式の授業でも自由に質問な
どをするのが日本とは違うなと感
じ、教授も授業後ではなく、授業中
に質問をすることを推奨(質問も学
生全員で共有するべきという考え
方)しているのが印象的だった。

▪日本とは違って授業に対する学生
の姿勢は真剣そのもの。意見が出
すぎて教授がさえぎるほどの時も
ある。

ノルウェー

VU University Amsterdam

アムステルダム自由大学
◦協定校Webサイト https://vu.nl/en
◦募集要項 https://www.ic.keio.ac.jp/keio_student/ex_partner/vu_amsterdam.html

Eligibility
Students enrolled in an undergraduate or graduate program

Minimum GPA (UG)
N/A

Minimum language proficiency (UG)
TOEFL iBT 92 or IELTS 6.5

University Profile
VU University Amsterdam is a comprehensive research university, 
consistently ranked amongst the top 150 universities of the world. 
Since its founding in 1880, interdisciplinary research and societal 
relevance have been leading guidelines. The university has ten 
faculties that share a single, modern campus, with approximately 
25,000 students each year.VU University is a community of 
learners, where (academic) staff and students jointly participate 
in the development of knowledge. We encourage our students 
to look beyond the boundaries of their own field, culture and 
traditions to become critical and socially engaged citizens.

国際センターコメント

▪アムステルダム市内にキャンパス
がある都心の総合大学。

▪数多くの分野で英語による授業
を開講している。

University of Amsterdam

アムステルダム大学
◦協定校Webサイト https://www.uva.nl/en
◦募集要項 https://www.ic.keio.ac.jp/keio_student/ex_partner/Amsterdam.html

Eligibility
Third- or fourth-year undergraduate students, or graduate students

Minimum GPA (UG)
3.0 (Each host faculty might have additional requirements.)

Minimum language proficiency (UG)
You can find the language requirements in the pdf 'Courses and 
Faculty Criteria' on top of this page
http://www.uva.nl/en/education/other-programmes/exchange/
global-exchange/courses/courses.html

University Profile
The Universiteit van Amsterdam (UvA), founded in 1632, has a 
strong historical bond with the city of Amsterdam. Nowadays 
studying at the UvA means having one of the world's most 
fascinating cities as a campus because the university buildings are 
scattered all over the city.

塾生コメントPick Up!

▪国際色豊かで世界中の学生に出
会える。

▪街がきれいで治安も良く、旅行も
しやすい。また出会ったオランダ
⼈は皆フレンドリーで良い⼈だと
感じた。

▪日本と異なりオランダでは常に自
己主張をしていなければならず、
個性を尊重するオランダではいろ
いろなタイプの⼈がいて、そうい
う⼈たちと接しているうちに、寛容
性も身に付けられたと思う。
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慶應義塾大学派遣交換留学生募集要項

協定校の情報の一部を抜粋しています。出願に必要な最新の情報は、必ず国際センターおよび各協定校のWebサイトで確認をしてください。 協定校の情報の一部を抜粋しています。出願に必要な最新の情報は、必ず国際センターおよび各協定校のWebサイトで確認をしてください。

ロシア

Saint Petersburg State University

サンクト・ペテルブルク国⽴大学
◦協定校Webサイト https://english.spbu.ru/
◦募集要項 https://www.ic.keio.ac.jp/keio_student/ex_partner/Saint-Petersburg.html

Eligibility
Students enrolled in an undergraduate or graduate program

Minimum GPA (UG)
N/A

Minimum language proficiency (UG)
◦Students who wish to take classes in Russian: B2
◦Students who wish to take classes in English: TOEFL iBT 70 or 

IELTS 5.5

University Profile
St. Petersburg State University was founded in 1724. From the time 
of its foundation until the end of the 18th century, the University, 
together with the Academic Gymnasium, was an integral part 
of the Russian Academy of Sciences. The University faculty are 
our pride. Out of almost 6,000 professors, 1,500 professors are 
doctors of science, more than 3,000 are candidates of science 
and 42 academicians of the Russian Academy of Sciences.

塾生コメントPick Up!

▪サンクトペテルブルクは文化の発
展した場所であり、政治的にも重
要な場所なので志望した。

▪ロシアの生活費は安く、⼈もとて
も親切である。留学先を迷ってい
る⼈はロシアに行くことをお勧め
する。

ポーランド

Far Eastern Federal University

極東連邦大学
◦協定校Webサイト https://www.dvfu.ru/en/
◦募集要項 https://www.ic.keio.ac.jp/keio_student/ex_partner/far_eastern_federal_university.html

Eligibility
Students enrolled in an undergraduate or graduate program

Minimum GPA (UG)
N/A

Minimum language proficiency (UG)
◦Students who wish to take classes in Russian: B1
◦Students who wish to take classes in English: TOEFL iBT 70 or 

IELTS 5.5

University Profile
Far Eastern Federal University (FEFU) has its origins in 1899 at 
the time when the Oriental Institute was founded in Vladivostok. 
Today FEFU is the only classical university in Eastern Russia, 
and is comprised of nine schools, providing a choice of over 
150 educational programs in promising areas of technological 
development, overseen by faculty and staff capable of implementing 
large-scale projects important to the region's economy.

国際センターコメント

▪極東国立総合大学を基盤に、ウラ
ジオストク市内・近郊の大学を統
合して 2010年に設立された。極
東最大の総合大学であり、APRU 
(Association of Pacific Rim 
Universities) に加盟するロシア
唯一の大学である。

Lomonosov Moscow State University

モスクワ国⽴大学
◦協定校Webサイト https://www.msu.ru/en/
◦募集要項 https://www.ic.keio.ac.jp/keio_student/ex_partner/lomonosov_moscow_state_university.html

Eligibility
◦Students enrolled in an undergraduate or graduate program
◦Students of Russian nationality (including dual citizenship) might 

not be eligible to apply.

Minimum GPA (UG)
3.0

Minimum language proficiency (UG)
Russian: B2

University Profile
Lomonosov Moscow State University (MSU) is the oldest and 
largest classical university in Russia. The majority of foreign 
students at MSU study at the Institute of Russian Language 
and Culture (IRLC MSU). IRLC MSU was founded in 1954 and is 
considered to be Russia's foremost preparatory faculty for foreign 
students. MSU's Institute of Asian and African Studies is most 
famous center of Oriental Studies in Russia.

国際センターコメント

▪1755年に設立されたロシア最古最
大の名門大学。モスクワでは地下
鉄が充実しており、大学から市内
各所へのアクセスも容易。

University of Warsaw

ワルシャワ大学
◦協定校Webサイト https://en.uw.edu.pl/
◦募集要項 https://www.ic.keio.ac.jp/keio_student/ex_partner/warsaw.html

Eligibility
Students enrolled in an undergraduate or graduate program

Minimum GPA (UG)
N/A

Minimum language proficiency (UG)
◦Students who wish to take classes in English: TOEFL iBT 79 or 

IELTS 5.5
◦Students who wish to take classes in Polish: CFER B2

University Profile
University of Warsaw (UW), established in 1816, is Poland's 
largest and finest university. From its beginning the University of 
Warsaw has played a major role in the intellectual, political and 
cultural life of Poland, and has been recognized throughout the 
world as a leading academic centre in this part of Europe. It has 
more than 3,000 International students and has lectures taught in 
English.

塾生コメントPick Up!

▪ワルシャワ大学では基本的に履修
制限がないので、いろいろな学部
の授業を履修することができる。
実際、私も経済学部に所属しなが
ら哲学科や歴史学部の授業を履
修している。いろいろな学問に幅
広く興味を持っている⼈にはとて
もお勧め。

▪「欧州で一番安全な首都」とも呼
ばれている程、治安は良く、東京
と同じ感覚で生活することができ
る。大学から世界遺産のワルシャ
ワ旧市街まで徒歩圏内であり、街
並みも美しく、レストランやコンビ
ニ、書店もたくさんある。

ロシア
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慶應義塾大学派遣交換留学生募集要項

協定校の情報の一部を抜粋しています。出願に必要な最新の情報は、必ず国際センターおよび各協定校のWebサイトで確認をしてください。 協定校の情報の一部を抜粋しています。出願に必要な最新の情報は、必ず国際センターおよび各協定校のWebサイトで確認をしてください。

スペイン

Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

バルセロナ自治大学
◦協定校Webサイト https://www.uab.cat/
◦募集要項 https://www.ic.keio.ac.jp/keio_student/ex_partner/uab.html

Eligibility
Students enrolled in an undergraduate or graduate program

Minimum GPA (UG)
N/A

Minimum language proficiency (UG)
Spanish: B2

University Profile
The UAB is among the best education establishments in Spain 
and the European Union in terms of the quality of teaching and 
research, and aims to prepare professionals with the profiles 
needed by society.

塾生コメントPick Up!

▪課題も多く、グループワークも
あったので努力が必要だったが、
その分さまざまな面で成長でき
たと思う。内容が難しい分、日本で
授業を受けていたときよりも集中
し、一つ一つの学びを自分のもの
にできていたように思う。

▪バルセロナは海、山、芸術、おいし
いごはん、きれいな建築物、すべ
てが揃っていて素晴らしい街。基
本的に毎日快晴で、いろいろな国
を旅行したが、バルセロナが一番
良いと個⼈的に思った。

スペイン

Pompeu Fabra University (UPF)

ポンペウ・ファブラ大学
◦協定校Webサイト https://www.upf.edu/en/
◦募集要項 https://www.ic.keio.ac.jp/keio_student/ex_partner/Pompeu_Fabra.html

Eligibility
Third- or fourth-year undergraduate students

Minimum GPA (UG)
3.0
Legal Studies Program, Experiential Learning Program: 3.3

Minimum language proficiency (UG)
◦Students who wish to take classes in Spanish: Completed at least four 

semesters of college-level Spanish for some of the courses. Check the 
courses syllabi for more details about the requirements for each course.

◦Students who wish to take classes in English: TOEFL iBT 70 or IELTS 5.5
◦Faculty of Translation and Interpreting must take an online 

placement test

University Profile
Pompeu Fabra University (UPF) is a modern, high-quality public 
university that was founded in 1990. It focuses on the knowledge 
areas of the social sciences and humanities, communication and 
information technologies, and health and life sciences.

塾生コメントPick Up!

▪大学は市内中心部にあり、生活圏
がまとまっているので暮らしやす
い。スペインは各自治州に特色が
あり、同じ国なのに違う側面をたく
さん持っている。そのため国内旅
行も⽬的地によって全く違う体験
ができる。

▪授業はインタラクティブで、学生
の参加が求められるので、自分の
意見を言う力は身に付いた。また、
さまざまな国から来る留学生や、
現地学生と交流する機会が数多く
あった。

Universidad de Salamanca (USAL)

サラマンカ大学
◦協定校Webサイト https://www.usal.es/
◦募集要項 https://www.ic.keio.ac.jp/keio_student/ex_partner/salamanca.html

Eligibility
Students enrolled in an undergraduate program

Minimum GPA (UG)
N/A

Minimum language proficiency (UG)
Spanish: B1 (Bachelor in Global Studies requires English: TOEFL 
iBT 70 or IELTS 5.5 in addition to Spanish)

University Profile
In the year 1218, king Alfonso IX of Leon founded the University 
of Salamanca, which is considered to be the oldest Spanish 
universities in existence. Like the majority of Spanish universities, 
the branch of Social and Legal Sciences is where the largest 
percentage of students are registered. However, there is also 
a large number of students special ising in Humanities and 
Experimental Sciences, which account for 15.31% and 13.82% 
respectively, well above those of Media and Spanish UU PP. 
(Source: The Spanish University in Figures 2008.).

塾生コメントPick Up!

▪サラマンカのある州はスペインの
中でも一番きれいなスペイン語
が話されているといわれており、
さまざまな方言がある中で、日常
生活できれいなスペイン語を聞く
ことができるのは非常に良い点だ
と感じた。

▪世界中から学生が集まった活気
のある街。小さいが、旧市街全体
が世界遺産に登録されるほどの
きれいな街で、歩いていれば友だ
ちに会うことができ、留学するに
は最適。

▪アジアオリエンタル学部があり、
日本に興味を持っている学生が多
くいた。

ESADE Business School

ESADEビジネススクール
◦協定校Webサイト https://www.esade.edu/en
◦募集要項 https://www.ic.keio.ac.jp/keio_student/ex_partner/ESADE.html

Eligibility
Third- or fourth-year undergraduate students

Minimum GPA (UG)
N/A

Minimum language proficiency (UG)
◦Students who wish to take classes in Spanish: B1 (recommended)
◦Students who wish to take classes in English: TOEFL iBT 70 or 

IELTS 5.5

University Profile
The main asset of this business school are people: faculty members 
and professionals who nurture reflection, dialogue, projects and 
initiatives to ensure excellent education, pioneering research and a 
valuable contribution to social debate and transformation. ESADE's 
key mission is to train individuals to become highly-competent 
professionals fully aware of their social responsibility.

塾生コメントPick Up!

▪ESADEはすべて英語で授業を受
けることができるので、スペイン
語が得意ではない⼈にも良い。も
ちろん、スペイン語ができる学生
はスペイン語での授業を取ること
もできる。

▪ESADEはヨーロッパでとても評
価の高いビジネススクールなの
で、優秀な学生が集まっていて刺
激を受ける。
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慶應義塾大学派遣交換留学生募集要項

協定校の情報の一部を抜粋しています。出願に必要な最新の情報は、必ず国際センターおよび各協定校のWebサイトで確認をしてください。 協定校の情報の一部を抜粋しています。出願に必要な最新の情報は、必ず国際センターおよび各協定校のWebサイトで確認をしてください。

スウェーデン

University of Gothenburg

ヨーテボリ大学 
◦協定校Webサイト https://www.gu.se/
◦募集要項 https://www.ic.keio.ac.jp/keio_student/ex_partner/Gothenburg.html

Eligibility
Students enrolled in an undergraduate or graduate program

Minimum GPA (UG)
N/A

Minimum language proficiency (UG)
◦TOEFL iBT 70 or IELTS 5.5
◦Some courses/programmes have their own requirements 

regarding English proficiency. It is very important that you check 
the course/programme description page for each course or 
programme to find out what you need.

University Profile
A Wonderful Mixture, from Educational Breadth to the Nobel Prize 
The University of Gothenburg is characterised by variation and 
breadth. You can study practically anything here, from art and design 
to natural science and medicine. Sweden is among the most modern 
and most computerised countries in the world. These qualities are 
also characteristic of the academic environments at the University 
of Gothenburg. Welcome to the most allround university in Sweden, 
and also - not least - the one that is most popular with students!

塾生コメントPick Up!

▪女性の社会進出について勉強し
たいので、女性の就業率が高く、
男性の育児休暇取得率が高いス
ウェーデンで学びたいと思い志望
した。

▪教授と学生の距離がとても近く、
質問などがしやすかった。

▪ヨーテボリの⼈々はフレンドリー
で何か困っているとすぐ助けてく
れる。町の⼈はほぼ全員英語が話
せるため、非常に生活しやすい。

スペイン

KTH

王⽴工科大学
◦協定校Webサイト https://www.kth.se/en
◦募集要項 https://www.ic.keio.ac.jp/keio_student/ex_partner/KTH.html

Eligibility
◦ Third- or fourth-year undergraduate students, or graduate 

students 
◦Only science and engineering students are eligible

Minimum GPA (UG)
N/A

Minimum language proficiency (UG)
TOEFL iBT 70 or IELTS 5.5

University Profile
KTH Royal Institute of Technology, is the largest, oldest and 
highest ranked technical university in Sweden and has a reputation 
as distinguished by a tradition of pioneering research, engineering 
genius and cutting edge science. KTH accounts for one-third of 
Sweden's technical research and engineering education capacity 
at university level, which reaches from natural sciences to all 
branches of engineering.

塾生コメントPick Up!

▪自然が豊かで建物も美しく、ただ
ぶらぶら歩くだけでも幸せになれ
る都市。北欧のベネチアと呼ばれ
るほど水の都としても有名。

▪ヨーロッパやアジア各地から留学
生が集まるのでいろいろな英語を
聞くことができ、多様な意見があ
る環境で勉強をすることができた
のはすごく良い点である。

▪かなり高いアカデミックなレベル
を求められる環境で１年間勉強で
きたのはとても良かった。

Lund University

ルンド大学
◦協定校Webサイト https://www.lunduniversity.lu.se/
◦募集要項 https://www.ic.keio.ac.jp/keio_student/ex_partner/Lund.html

Eligibility
Students enrolled in an undergraduate program (Graduate 
students' applications may be considered.)

Minimum GPA (UG)
N/A

Minimum language proficiency (UG)
TOEFL iBT 90 overall with Writing 20, or IELTS 6.5 with no section less than 5.5 

University Profile
Lund University has a long and vibrant history covering almost 350 
years of teaching. Lund University grew strongly throughout the 
20th century and is today Sweden's largest institution of higher 
education and research. 'Ad utrumque paratus,' 'prepared for both,' 
is Lund University's motto, referring to the book and the sword in the 
University's seal from the 17th century. Today the expression can 
be applied to a number of the dual values for which the University 
stands, such as tradition and innovation or breadth and depth.

塾生コメントPick Up!

▪スウェーデンは世界の最先端で
活躍している企業を多数輩出し、
また、教育水準も世界最高峰であ
り、自分を鍛え直すことができる
と思い志望した。

▪学生都市であり、治安は非常に良
く、日本よりも安全といっても過言
ではない。

▪授業内容を「暗記」ではなく「理解」
したうえで考えをどう発展してい
くのかが試験ではかなり重要視さ
れ、非常にためになった。

スウェーデン

University of Navarra

ナバラ大学
◦協定校Webサイト https://en.unav.edu/
◦募集要項 https://www.ic.keio.ac.jp/keio_student/ex_partner/Navarra.html

Eligibility
Students enrolled in an undergraduate program

Minimum GPA (UG)
N/A

Minimum language proficiency (UG)
◦Students who wish to take classes in Spanish: DELE B2
◦Students who wish to take classes in English: TOEFL iBT 80 or IELTS 6.0

University Profile
The University of Navarra is a dynamic university with about 
11,000 students enrolled in the many programs of study provided 
by the 15 Schools and Institutes located across five campuses. 
One of Spain's most prestigious universities, with a distinguished 
record in teaching and research, the University of Navarra was 
founded in 1952. Rankings info:
http://www.topuniversities.com/universities/university-navarra

国際センターコメント

▪スペインを代表する私立総合大学。
ヨーロッパ各地からの学生だけで
なく、世界中から留学生が集まっ
て共に学んでいる。

▪Businessの分野で世界的にも高
い評価を得ている。

▪牛追い祭で有名な、バスク地方の
パンプローナに所在。
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スウェーデン スイス

University of Bern

ベルン大学
◦協定校Webサイト https://www.unibe.ch/
◦募集要項 https://www.ic.keio.ac.jp/keio_student/ex_partner/Bern.html

Eligibility
Students enrolled in an undergraduate or graduate program

Minimum GPA (UG)
N/A

Minimum language proficiency (UG)
◦Students who wish to take classes in German: B2
◦Students who wish to take classes in English: TOEFL iBT 70 or 

IELTS 5.5 （For courses at the English Department a level of C1 is 
required.）

University Profile
The University of Bern is a public institution. As a comprehensive 
university, more than 1,500 teaching staff at eight faculties prepare 
students for their future academic or professional career. The 
infrastructure is of very high quality and, thanks to its relatively 
small size of about 17,500 students, the ambience is friendly and 
personal. On top of this, a rich sightseeing and social programme is 
organised for all international students throughout the semester.

塾生コメントPick Up!

▪ベルンから少し電車に乗っただけ
で別の言語の環境に変わるのは、
大変面白く、スイスらしさを感じる
機会であった。また、ベルン大学は
総合大学なので、さまざまな分野
を勉強している学生に出会えるた
め、面白かった。

国際センターコメント

▪ベルンの街自体が世界遺産に登
録されており、まるでおとぎの国
に迷い込んだかのような美しい中
世ヨーロッパの街並みが残ってい
る。アインシュタインもベルン大
学で講師として教鞭をとったこと
があり、歴史の豊かな街で質の高
い教育を受けられる。

University of Geneva (UNIGE) 

ジュネーブ大学

University of Lausanne

ローザンヌ大学

◦協定校Webサイト https://www.unige.ch/
◦募集要項 https://www.ic.keio.ac.jp/keio_student/ex_partner/Geneve.html

◦協定校Webサイト https://www.unil.ch/index.html
◦募集要項 https://www.ic.keio.ac.jp/keio_student/ex_partner/lausanne.html

Eligibility
Students enrolled in an undergraduate or graduate program

Minimum GPA (UG)
2.8

Minimum language proficiency (UG)
◦Students who wish to take classes in French: B2 (B1 is 

mandatoly for the “School of French language and Civilization” 
and C1 for French Literature.)

◦Students who wish to take classes in English: TOEFL iBT 70 or IELTS 5.5
◦English-taught courses are limited.

University Profile
University of Geneva (UNIGE) is currently the second largest university 
in Switzerland. The University has a strong international influence and 
strives to cultivate an open international outlook. UNIGE is distinguished 
for its intellectual heritage, quality education covering not only the main 
areas of the sciences, arts and letters but also advanced research.

Eligibility
Students enrolled in an undergraduate or graduate program

Minimum GPA (UG)
N/A

Minimum language proficiency (UG)
◦Students who wish to take classes in French: B2
◦Students who wish to take classes in English: TOEFL iBT 70 or 

IELTS 5.5
◦English-taught courses are limited.

University Profile
The University of Lausanne (UNIL) is a public university on the shores 
of Lake Geneva, with around 14,300 students and 3,000 researchers. 
The university can trace its roots back to a French language Protestant 
theological academy founded in 1537. The number of faculties 
increased over the years until the institution became a university in 
1890. In 1970, it moved from the old city of Lausanne to its current 
site at Dorigny. UNIL has seven faculties, and approximately one fifth 
of students and one third of teaching staff come from abroad.

塾生コメントPick Up!

▪他の地域に比べて治安が良いこ
と、周りをさまざまな国に囲まれる
など多言語話者が多く言語を習得
するのに最適な場所だと考えたこ
とが志望理由。

▪ジュネーブにはきれいな湖や公園
があり、自然豊かで穏やかな環境
で勉強できることも志望した理由
の一つだ。そして、多くの国際機関
があって、世界中からさまざまな
国籍の方が集まるインターナショ
ナルな都市でもあることも大変魅
力的だった。

国際センターコメント

▪フランス語圏ローザンヌ市西部、
レマン湖のほとりドリニーに広大
な面積のキャンパスを構える総合
大学。

▪ 2 0 2 1 年 の T i m e s  H i g h e r 
Educationの世界大学ランキン
グで191位に選ばれている名門校
である。

スイス

Uppsala University

ウプサラ大学
◦協定校Webサイト https://www.uu.se/
◦募集要項 https://www.ic.keio.ac.jp/keio_student/ex_partner/Uppsala.html

Eligibility
Students enrolled in an undergraduate or graduate program

Minimum GPA (UG)
N/A

Minimum language proficiency (UG)
TOEFL iBT 70 or IELTS 5.5

University Profile
Uppsala University is the oldest university in Scandinavia, founded 
in 1477. It is located 70 km from Stockholm and 30 km from 
the International airport Stockholm Arlanda. The university has 
about 40,000 students. Uppsala University is one of the top 100 
universities in the world according to major rankings.

塾生コメントPick Up!

▪ウプサラ大学は北欧で一番古い
名門大学で大学を中心に発展した
街。学生にとって住みやすく治安
が良いことが決め手だった。

▪セミナー形式の授業が基本、授業
の組み方も自由で本当にフレキシ
ブルな授業設計となる。予習・復習
をするのは当たり前、授業では自
分の意見を言う、議論しあうセミ
ナーであることは、本当にために
なった。
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Cardiff University

カーディフ大学
◦協定校Webサイト https://www.cardiff.ac.uk/
◦募集要項 https://www.ic.keio.ac.jp/keio_student/ex_partner/Cardiff.html

Eligibility
Students enrolled in an undergraduate program

Minimum GPA (UG)
N/A

Minimum language proficiency (UG)
◦School of Modern Languages: IELTS 6.0 with no section less than  

5.5
◦Cardiff Business School: IELTS 6.5 with no section less than 5.5

University Profile
Cardiff is located in South Wales. Wales is a principality, which, 
along with England, Scotland and Northern Ireland make up the 
United Kingdom. Exchange students can take modules at Cardiff 
Business School (business, economics etc) and the School of 
Modern Languages (MLANG).

塾生コメントPick Up!

▪カーディフの街や学生はフレンド
リーな⼈が多く、とても親切。

▪カーディフビジネススクールは非
常に環境が良く、国際色豊かな点
が魅力だった。専門性のある授業
を多く受講でき、ライティングやス
ピーキング面で英語に対する自信
がついた。

▪あまり都会ではないので、都会の
喧騒に巻き込まれることもなく、
学生たちがのんびりと学生生活を
満足に送れる環境。

Boğaziçi University 

ボアジチ大学 
◦協定校Webサイト http://www.boun.edu.tr/en-US/Index
◦募集要項 https://www.ic.keio.ac.jp/keio_student/ex_partner/Bogazici.html

Eligibility
Students enrolled in an undergraduate or graduate program

Minimum GPA (UG)
2.5

Minimum language proficiency (UG)
TOEFL iBT 79 with Writing 22, or IELTS 6.5

University Profile
Bogazici University is an institution with strong roots, bright 
students, and an excellent faculty. It has cherished a liberal 
tradition that respects individual rights and freedoms. It recruits 
students from among the best who take a competitive central 
exam administered by the state. Bogazici University has a 
distinguished faculty with a wide spectrum of interests who take 
pride in keeping up with the latest research.

塾生コメントPick Up!

▪⼈が優しく、好奇心旺盛、親日感情
を持つ⼈が多いため、友だちづく
りには苦労しなかった。頼めば、お
せっかいなほど世話を焼いてくれ
る。

▪イスタンブールの街並みはヨー
ロッパ的な美しさを備えつつ、ア
ジアンな雰囲気もあちこちで見ら
れる、何度歩いても飽きない街。

国際センターコメント

▪英語による授業が充実している。

トルコ 英国　　　　スイス

University of St.Gallen

ザンクトガレン大学
◦協定校Webサイト https://www.unisg.ch/en
◦募集要項 https://www.ic.keio.ac.jp/keio_student/ex_partner/StGallen.html

Eligibility
Students enrolled in an undergraduate or graduate program

Minimum GPA (UG)
N/A

Minimum language proficiency (UG)
◦Students who wish to take classes in German: B2/C1
◦Students who wish to take classes in English: TOEFL iBT 70 or IELTS 5.5

University Profile
The University of St.Gallen (HSG) was founded as a business 
academy in 1898　- in the heyday of the St.Gallen embroidery 
industry and is nowadays a School of Management, Economics, 
Law, Social Sciences and International Affairs. The first lectures 
were held in 1899. The practice-oriented approach and integrative 
view have characterised the education we offer since those early 
days. Today, we are one of Europe's leading business schools and 
are EQUIS and AACSB accredited.

塾生コメントPick Up!

▪ザンクトガレン大学は英語で授業
を行っていたため志望した。ザンク
トガレンは比較的安全な国である
スイスの中でも治安が良い街だっ
たと思う。国民性も関係している
と思うが怖い思いをしたことは一
度もなかった。

国際センターコメント

▪大学としての規模は小さいもの
の、ビジネス、経済分野ではヨー
ロッパトップレベルの大学。

University of Zurich

チューリヒ大学
◦協定校Webサイト https://www.uzh.ch/en.html
◦募集要項 https://www.ic.keio.ac.jp/keio_student/ex_partner/Zurich.html

Eligibility
Students enrolled in an undergraduate or graduate program

Minimum GPA (UG)
N/A

Minimum language proficiency (UG)
German: C1

University Profile
The University of Zurich was founded in 1833, though its origins 
stretch back as far as 1525 and the days of Protestant reformer 
Ulrich Zwingli. Today the University enjoys international renown 
as a place of education and research. The University provides 
academic services, works with the private sector, and considers 
itself part of a national and global network for the acquisition 
and dissemination of knowledge. The University's researchers, 
lecturers, and students benefit from the infrastructure that it 
provides as a center of teaching and research.

塾生コメントPick Up!

▪治安はとても良く、街の⼈々は優
しく、雰囲気もとても良い。大学は
多くの留学生を受け入れていて、
さまざまな立場からの意見を聞く
ことができ、非常に勉強になった。
インターナショナルな雰囲気があ
るので留学生としても非常に過ご
しやすい。

▪ほとんどの授業が少⼈数制で、学
生の積極的な発言が推奨されてお
り、毎週ディスカッションも行った。
ディスカッションやプレゼンテー
ションがある分、学生間の交流が
とても盛んだった。
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英国

SOAS University of London

ロンドン大学東洋アフリカ学院
◦協定校Webサイト https://www.soas.ac.uk/
◦募集要項 https://www.ic.keio.ac.jp/keio_student/ex_partner/SOAS.html

Eligibility
Students enrolled in an undergraduate or graduate program

Minimum GPA (UG)
3.3

Minimum language proficiency (UG)
IELTS 6.5 with 6.5 in all subscores, or TOEFL iBT 100 with 23 in all 
subscores

University Profile
SOAS University of London is the only Higher Education institution 
in the UK specialising in the study of Asia, Africa and the Near and 
Middle East in a global context. A unique institution combining 
language scholarship, interdisciplinary expertise, and regional 
focus, SOAS has the largest concentration in Europe of academic 
staff concerned with Africa, Asia, and the Middle East.

塾生コメントPick Up!

▪SOASは開発学と⼈類学でトップ
クラスの大学であるため志望し
た。

▪大英博物館のすぐそばにあり、大
学が周りに多い地域だったので落
ち着いた雰囲気だった。

▪授業自体はかなりハードで、よく
勉強した1年間だった。日本では講
義を聞くだけだったが、留学中は
チュートリアルでディスカッション
を行ったりエッセイを書いたりと
かなり自分から勉強する機会が多
く、理解を深めることができた。

英国

The University of Edinburgh

エジンバラ大学
◦協定校Webサイト https://www.ed.ac.uk/
◦募集要項 https://www.ic.keio.ac.jp/keio_student/ex_partner/Edinburgh.html

Eligibility
Students enrolled in an undergraduate program

Minimum GPA (UG)
3.0

Minimum language proficiency (UG)
◦IELTS 6.5 with no section less than 5.5, or TOEFL iBT 92 with no 

section less than 20
◦Third year level (honours) courses in Arts, Humanities or Social 

Sciences: IELTS 6.5 with no section less than 6.5, or TOEFL iBT 
92 with no section less than 23

University Profile
The University of Edinburgh is an ancient university, located in the heart of 
Edinburgh, Ranked 19th in the world (QS World University Rankings 2016-
17). Famous alumni include Charles Darwin (Naturalist), David Hume 
(Philosopher), Joseph Lister (Surgeon), Piers Sellers(NASA Astronaut), and 
writers Robert Louis Stevenson, Ian Rankin and J K Rowling.

塾生コメントPick Up!

▪レジュメや参考文献の充実度が素
晴らしく、自習がしやすい。図書館
にある主要な本はほとんどがpdf
化されていて、いつでもどこでも
パソコンで本を読むことができた。

▪少⼈数でディスカッションをするこ
とがどの授業にもあったため、概
念を掴むだけにとどまらず、使え
る知識になるまで昇華させること
が可能。

▪講師や大学が学生からフィード
バックを求めることが非常に多く、
実際にそれを反映して改善される
ことが多く見られた。

Royal Holloway, University of London

ロンドン大学ロイヤルホロウェイ
◦協定校Webサイト https://www.royalholloway.ac.uk/
◦募集要項 https://www.ic.keio.ac.jp/keio_student/ex_partner/Royal_Holloway.html

Eligibility
Third- or fourth-year undergraduate students, or graduate students

Minimum GPA (UG)
3.0
History, Drama and Theatre, English Literature: 3.3

Minimum language proficiency (UG)
IELTS 6.5 with no section less than 5.5

University Profile
Royal Holloway extends a warm welcome to international 
students. We are home to a vibrant community of 9,000 students 
from over 100 countries. The College has an international 
reputation for the highest quality teaching and research across 
the sciences, arts and humanities. Royal Holloway is renowned for 
its friendly and caring community, and is a College of the federal 
University of London.

塾生コメントPick Up!

▪授業の中で日本語でも高度であろ
う議論に英語でついていかなけれ
ばならなかったり、クラスの議論で
どう自分なりの存在価値を提供で
きるのかを考えたり、普段では考
えられないほどに頭を使った1年
だった。

▪エガムは高級住宅地らしく、治安
は良い。

▪ロンドンまで電車で1本という立
地にありながら自然豊かな環境。
校舎がとても美しい。国際色豊か。

King's College London

キングス・カレッジ・ロンドン
◦協定校Webサイト https://www.kcl.ac.uk/
◦募集要項 https://www.ic.keio.ac.jp/keio_student/ex_partner/KCL.html

Eligibility
Students enrolled in an undergraduate or graduate program

Minimum GPA (UG)
3.3

Minimum language proficiency (UG)
IELTS 7.0 with no section less than 6.5

University Profile
King's is one of the UK's most historic and prestigious universities. 
With a forward thinking vision and state-of-the-art facilities, King's 
is renowned for excellence in both its innovative teaching and 
pioneering research. Based in the heart of central London, King's is 
one of the largest multi-faculty institutions in the UK.

塾生コメントPick Up!

▪治安も基本的にはとても良いし、
キングスは中心部に位置している
のでとても便利。

▪日本と同じような講義形式の授業
に加えて、課題に応じたセミナー
形式の授業が各科⽬に対して毎週
設置されているため、課題を毎週
確実にこなす必要があった。

▪授業は予想していた通り、積極的
なコミットを求められ、最後まで
ディスカッションには特に苦労し
た。
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英国

The University of Warwick

ウォーリック大学
◦協定校Webサイト https://warwick.ac.uk/
◦募集要項 https://www.ic.keio.ac.jp/keio_student/ex_partner/warwick_university.html

Eligibility
Students enrolled in an undergraduate program

Minimum GPA (UG)
N/A

Minimum language proficiency (UG)
http://www.warwick.ac.uk/study/undergraduate/apply/language

University Profile
Warwick is a globally connected, young, forward looking and 
entrepreneurial University which creates new ways of thinking and 
achieving. Warwick offers a beautiful campus university, providing 
students with a great opportunity to study with the best students, 
and to enjoy a relaxed campus environment. Students can live on 
campus and enjoy a rich social life; engage with the Students's 
Union
https://www.warwicksu.com/

塾生コメントPick Up!

▪日本ではあまり知られていない
大学ですが、イギリスではかなり
レベルが高く、意欲的な学生が多
く、留学生も多いので良い刺激に
なる。

国際センターコメント

▪大学ランキングでも常に上位に
入るイギリス有数の名門校。

▪コベントリーに位置するキャンパ
スは美しい自然に囲まれ、勉強に
集中できる環境である。

英国

University of Birmingham

バーミンガム大学
◦協定校Webサイト https://www.birmingham.ac.uk/index.aspx
◦募集要項 https://www.ic.keio.ac.jp/keio_student/ex_partner/Birmingham.html

Eligibility
Students enrolled in an undergraduate program

Minimum GPA (UG)
2.5

Minimum language proficiency (UG)
All subjects except Law: IELTS 6.5 with no section less than 6.0, or 
TOEFL iBT 88 with Reading 21, Listening 20, Speaking 22, Writing 21

University Profile
Birmingham has been challenging and developing great minds for 
more than a century. Characterised by a tradition of innovation, 
research at the University has broken new ground, pushed forward 
the boundaries of knowledge and made an impact on people's 
lives. We continue this tradition today and have ambitions for a 
future that will embed our work and recognition of the Birmingham 
name on the international stage.

塾生コメントPick Up!

▪バーミンガムは多民族な都市なの
で、日本⼈でも暮らしやすかった。
大学にも海外の学生がたくさんい
た。院生や正規生の日本⼈も少な
くない。

▪バーミンガムには大きい駅、空港
があり、イングランドの中央にあ
るので国内外に旅行がしやすかっ
た。

▪大学はキャンパスが大きくきれい
で、勉強する環境としてはとても
良かった。

The University of Sheffield

シェフィールド大学
◦協定校Webサイト https://www.sheffield.ac.uk/
◦募集要項 https://www.ic.keio.ac.jp/keio_student/ex_partner/Sheffield.html

Eligibility
Students enrolled in an undergraduate program

Minimum GPA (UG)
3.0

Minimum language proficiency (UG)
Each academic department sets its own individual English 
Language level. Please refer to: "English Language Factsheet" on
https://www.sheffield.ac.uk/studyabroad/overseas/prospective/
entry

University Profile
When you study at the University of Sheffield you get the best 
student experience in the UK - and that's according to the people 
who matter most, our students. A semester or a year at Sheffield 
will inevitably enhance your degree. Today we are a world-class, 
research led university.

塾生コメントPick Up!

▪シェフィールドは都会というよりは
田舎という部類になる。緑に囲ま
れており、学生都市なので慶應と
はまた違うキャンパスライフが送
れる。治安がとても良く、⼈々が温
かい。

▪イギリス⼈の国民性は少し日本⼈
に似ているところもあるので親近
感も湧くし、サービスも他の国々
に比べたら良い。シェフィールド大
学は留学生をさまざまな点でサ
ポートしてくれるので大変助かっ
た。

The University of Manchester

マンチェスター大学
◦協定校Webサイト https://www.manchester.ac.uk/
◦募集要項 https://www.ic.keio.ac.jp/keio_student/ex_partner/Manchester.html

Eligibility
Students enrolled in an undergraduate program

Minimum GPA (UG)
3.0

Minimum language proficiency (UG)
Each subject sets its own individual English Language level. Please 
refer to:
http://www.manchester.ac.uk/study/international/study-abroad-
programmes/non-eu/entry-requirements/

University Profile
We are consistently placed amongst the top universities in the 
United Kingdom. The University has almost 4,000 academic and 
researchstaff, many with international reputations in their subjects, 
providing you with a stimulating learning environment and the 
highest standard of teaching. Manchester is considered England's 
second city after London, with much lower living costs than the 
capital.

塾生コメントPick Up!

▪ほとんどの授業にレクチャーの他
にチュートリアルの時間が設けら
れていて、毎回かなりの論文を読
み、ディスカッションをする。

▪マンチェスターは非常に文化多様
性に富んでいる街。大学近くは落
ち着いた雰囲気だが、中心街は活
気があり、芸術家が集まる地域が
あるなど、エリアごとに特色があっ
て興味深い。

▪大学が留学生の引き受けに慣れ
ているのでシステムがしっかりし
ている。到着からオリエンテーショ
ン期間のイベントなど、慣れるま
でのサポートが充実していた。
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協定校の情報の一部を抜粋しています。出願に必要な最新の情報は、必ず国際センターおよび各協定校のWebサイトで確認をしてください。 協定校の情報の一部を抜粋しています。出願に必要な最新の情報は、必ず国際センターおよび各協定校のWebサイトで確認をしてください。

University of York

ヨーク大学
◦協定校Webサイト https://www.york.ac.uk/
◦募集要項 https://www.ic.keio.ac.jp/keio_student/ex_partner/york_uk.html

Eligibility
Third- or fourth-year undergraduate students, or graduate students

Minimum GPA (UG)
3.0

Minimum language proficiency (UG)
Each academic department sets its own individual English 
Language level. Please refer to:
https://www.york.ac.uk/study/undergraduate/applying/entry/
english-language/

University Profile
York is an internationally recognised university with a reputation 
for quality, situated on a beautiful parkland campus close to one 
of Britain's most historic cities, one of the best cities in the UK to 
live and visit. We place an emphasis on small class sizes, personal 
attention and guidance while league tables regularly place us as 
one of the top UK universities.

国際センターコメント

▪イングランドらしい落ち着いた美
しいキャンパス。とても面倒見が
良く留学生へのサポートも手厚
い。

▪英文学をはじめ、多くの分野が世
界でも上位の評価を得ている教育
研究機関である。

英国 英国

University of St Andrews

セント・アンドリューズ大学
◦協定校Webサイト https://www.st-andrews.ac.uk/
◦募集要項 https://www.ic.keio.ac.jp/keio_student/ex_partner/st_andrews.html

Eligibility
Students enrolled in an undergraduate program

Minimum GPA (UG)
3.2 

Minimum language proficiency (UG)
IELTS: 7.0 overall with no section less than 6.5 or TOEFL: 100 
overall with no section less than 22

University Profile
St Andrews is a unique place to study and live. Nestled on the 
east coast of Scotland, students may find themselves crossing golf-
courses on their way to class, or jogging along the beach after 
dinner. Not only does the University have a world-class reputation, 
it also offers a diverse range of social activities, including over 
140 student societies and 50 sports clubs. Historic buildings are 
juxtaposed against the modern facilities, and the many student 
traditions truly make studying at St Andrews an unforgettable 
experience.

国際センターコメント

▪スコットランド最初の大学であり、
英語圏全体でも3番⽬に設立年代
が古い英国トップレベルの大学で
ある。英国王室との縁も深い。

▪小規模の大学であることから教授
との距離が近く、イギリス国内の
調査では学生の満足度１位に12年
連続でランクインしている。

University of Southampton

サウサンプトン大学
◦協定校Webサイト https://www.southampton.ac.uk/
◦募集要項 https://www.ic.keio.ac.jp/keio_student/ex_partner/southampton.html

Eligibility
Students enrolled in an undergraduate or graduate program

Minimum GPA (UG)
3.0

Minimum language proficiency (UG)
IELTS 6.5 with no section less than 6.0

University Profile
The University of Southampton is a place of transformation. 
Through education and research, innovation and enterprise, the 
University unlocks creative potential and provides opportunities 
that transform the lives of our students, our community, society 
and the economy. Education in all parts of the University is 
underpinned by our research excellence. Our students are 
engaged in the intellectual challenges of research, enabling them 
to be part of world-leading research as it takes place.

塾生コメントPick Up!

▪サウサンプトンは治安の良い街。
イギリスならではの曇りがちな気
候ではあるが、国内では比較的天
気の良い地域。またポンドの変動
にも左右されるが、物価も安く、大
変暮らしやすい。

▪サウサンプトン大学は、日本⼈正
規生・留学生の数が少ないので、
英語を伸ばしたい方や、さまざま
なバックグラウンドを持つ⼈々の
中に身を置きたい方にぜひお勧め
したい。

University of Glasgow

グラスゴー大学
◦協定校Webサイト https://www.gla.ac.uk/
◦募集要項 https://www.ic.keio.ac.jp/keio_student/ex_partner/glasgow.html

Eligibility
Students enrolled in an undergraduate or graduate program

Minimum GPA (UG)
3.0

Minimum language proficiency (UG)
◦IELTS 6.0 with no section less than 5.5
◦Students beginning the Study Abroad programme with an IELTS 

of 6.0 will be required to take an in-sessional English Language 
class to help develop academic writing skills, listening, reading, 
vocabulary and grammar (worth 20 SCOTCAT credits).

University Profile
Founded in 1451, the University of Glasgow is the fourth oldest 
university in the English-speaking world. Its alumni includes the 
father of economics Adam Smith. Today the University are ranked 
in the top 1% of the world's universities, is a member of the 
prestigious Russell Group of leading UK research universities.

塾生コメントPick Up!

▪グラスゴー大学はハリー・ポッター
の作者がホグワーツを創る際にモ
チーフにした大学だそうで校舎や
街並みは非常に美しく、大学に通
う度に魅了される。

▪留学生も非常に多く、そのため、留
学生への手厚いサポートがある。

▪スコティッシュや留学生の英語も
最初は聞き取りにくく、苦労する部
分もあるが、次第に慣れ、今では
ある程度の訛った英語は聞き取れ
る。すなわち、英語力を磨くには最
適な環境。



自分にあった留学実現のためには、留学の動機・⽬的を明確にし、
留学計画をしっかりと練ることが大切です

1 興味がある国・地域はどこ？

8 留学に対して不安に思っていることは？不安をどうやって軽減する？誰に相談する？

2 今まで学んできた外国語はなに？持っているスコア・級は？

3 学びたいことや留学を通して達成したいことは？どんな環境で学びたい？
留学の経験を将来どう活かしたい？具体的に書きだしてみよう。

4 留学するうえで、絶対に外せない条件は？

5 いつから、どのくらいの期間、留学したい？

▶︎留学に向けたスケジュールを立てよう！

6 どの留学に参加する？

9 必要な準備は？いつまでにする？

7 留学から帰国後の学習・進路計画は？就職活動はどのタイミングで行う？ 

アジア
中国	 インドネシア　 韓国　
フィリピン	 シンガポール　
台湾	 タイ	 ベトナム

オセアニア オーストラリア	 ニュージーランド
北アメリカ カナダ	 米国
中央・南アメリカ アルゼンチン	 メキシコ

ヨーロッパ・
中東

オーストリア	 ベルギー	 デンマーク	 フランス	 ドイツ	 ギリシャ	
ハンガリー	 アイルランド	 イタリア	 オランダ	 ノルウェー	 ポーランド	
ロシア	 スペイン	 スウェーデン	 スイス	 トルコ	 英国

その他

短期留学 国際センター短期プログラム　 協定校等による短期プログラム	　
海外インターンシップ　 その他（　　　　　　　　　　　　　						　　　　　　　　　　	）

長期留学 派遣交換留学　 私費留学　 その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　		）

やること いつまで できたら
チェック やること いつまで できたら

チェック

語学試験の受験 ➡ 留学プログラムの
応募書類準備  ➡

志望校の決定 ➡ ➡

➡ ➡

➡ ➡

不安なことは？
語学力	 費用	 留学先での生活
治安	 進級および卒業	 就職活動	
その他（　　　　　														　										　）　

不安を軽減
するためには？

英語 	TOEFL	iBT												点・IELTS												点・その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　）
※「英語」を使用し長期留学する場合は、原則TOEFL iBTまたはIELTS必須。　　			　	　　

中国語 韓国語
インドネシア語 フランス語
ドイツ語 イタリア語
ロシア語 スペイン語
その他

学びたいこと・
達成したいことは？

学びたい環境は？

留学の経験を将来
どう活かしたい？

2022年度 2023年度 2024年度

春学期 　　			年生 秋学期 　　			年生 春学期 　　			年生 秋学期 　　			年生 春学期 　　			年生

2024年度 2025年度 2026年度

秋学期 　　			年生 春学期 　　			年生 秋学期 　　			年生 春学期 　　			年生 秋学期 　　			年生

（学年） 年生の （いつ） から （期間） 留学したい

留学に向けて、自分の頭の中を整理しよう！
留学プランニングシート

書きこみながら
考えてみましょう。


