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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。
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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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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
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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）
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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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第　  部 留学のてびきⅠ

留学してみよう！と思ったら第1章

留学準備

017 018

留学してみよう！と思ったら

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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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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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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留学してみよう！と思ったら

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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留学してみよう！と思ったら

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 



第
2
章
　
留
学
時

第　  部 留学のてびきⅠ

049 050

いざ、海外へ出発！！

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



第
2
章
　
留
学
時

第　  部 留学のてびきⅠ

055 056

いざ、海外へ出発！！

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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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）


