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OJU でチ ャ レ ン ジ で き る 国 際 交

流 プ ロ グ ラ ム

短期留学（1〜4週）

もっと英語！

もっと韓国語・中国語

異文化にふれたい

海外の大学で勉強したい

English+1

P. 10

1・2年生

長期（1セメスタ〜）

STLAP

国際協力や民族 問題を現地で学ぶ

（短期留学）

2年生

P. 13

短期中国語研修
英語を使って
働きたい

P. 9

P. 12

P. 12

2〜４年生

フィールドスタディ

フィールドスタディ

ミャンマー

3年生

海外CA実習

WGL

P. 13

P. 9

アジア学院

P. 11

3.4年

セメスタ留学

3.4年

P. 11

通年留学

フィー ルドスタディ

ハワイ

Chinese Study Abroad

英語も

P. 10
3・4年生

P. 12

国内外
インターンシップ
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3年生

Korean Study Abroad

P. 13

Global Youth Conference
英語も
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2年制 国際交流プログラム

世界を求めて自分を知る

異文化間リサーチ演習

「異文化間リサーチ演習」は、単なる語学研修のプログラムではありません。様々な文化や社会を“比較”するとは
どういうことかを知り、“異文化を多角的に理解する目を養うこと”を目的としています。学内での事前授業では、

あなたの人生を変える可能性を覗いてみましょう

オーストラリアの文化・自然・言語について学びます。現地研修ではホームステイをしながら大学付属の語学学
校に通い、語学の授業や博物館見学などの様々なアクティビティを通して、オーストラリアについての学びを深
めます。
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THA

市川

USA

HKG

志帆

英語科1年生時

Ｑ：留学前に不安だった事は？

Hawaii

Ａ：まだ1度も行ったことがない外国に行き、異国の文化を自分自身で感じたいと

5

MYS

思ったからです。
Ｑ：留学する前に不安だった事は？
Ａ：自分の英語力で伝わるか心配でしたが、オーストラリアでは話さなければならな
い状況に置かれたので、
自然と話すことが出来るようになりました。
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8

AUS

NZL

P l a c e s

t o

S t u d y

1

Myanmar /ミャンマー
■フィールドスタディ

2

Hong Kong /香港
■セメスタ留学
■国内外インターンシップ

MMR

HKG

3

KOR

4

TWN

5

MYS

6

THA

South Korea /大韓民国
■セメスタ留学・通年留学
■Seoul Short Program
■海外 Cabin Attendant（CA）実習
Taiwan /台湾
■セメスタ留学・通年留学
■English Cultural Exchange
■国内外インターンシップ
Malaysia /マレーシア
■セメスタ留学
Thailand /タイ
■エリア･スタディーズ
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Australia /オーストラリア
■セメスタ留学
■STLAP（海外短期留学)
■国内外インターンシップ
■異文化間リサーチ演習
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New Zealand /ニュージーランド
■セメスタ留学

9

U.S.A. /アメリカ合衆国
■セメスタ留学・通年留学
■国内外インターンシップ

NZL

USA

単位認定

研修先

現地研修期間

1年次

4単位

Deakin University（オーストラリア・ジーロング）

約3週間

English Cultural Exchange
in Osaka ( 国内プログラム )
in Taiwan

In 大阪参加：久保

USA

8月下旬〜9月初旬

奨学金適用後
プログラム費用
約35万円

遥南

同年代の台湾の学生と共に様々なアクティビティや社会見学などを通し、お互いの国の文化や社会、歴史に対
する理解を深めます。
プログラム中は英語を使用するので、英語運用力の向上も目指せます。
このプログラムは
大阪と台南で毎年交互に開催します。

英語科1年生時

In 台南参加：南方

愛果

英語科1年生時

Q：どんな人にお薦め？

Q：このプログラムを選んだのはなぜ？
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プログラム実施時期

プログラムの研修先、内容や金額などは年によって異なる場合があります。

A b r o a d
AUS

対象学年

Hawaii U.S.A. /アメリカ合衆国

A：学内で習った英語を活かせる場所がほしいと思ったのと、いろんな国の人と関わりたいと思ったから。 A：大学生になっていろんなことにチャレンジしたいと考えている人に

■エリア･スタディーズ
■セメスタ留学

Q：参加してよかったことは？

また、
日本、台湾の文化を実際に英語で伝え交流することが面白そうだし、勉強になると感じたから。

は、絶対に参加してほしいプログラムです。
自分の英語力に自信がな
い人でも大丈夫だと思います。

英語しか使えない環境で、一緒にカードゲームをしたり、お互いの文化を深く知れたところが普段の

Q：プログラムを通して学んだことは？

学校の授業とは違っていて楽しかった。
また、
このプログラムをきっかけに仲良くなった台湾の学生と、 A：自分の英語が相手に伝わった時の嬉しさと、逆に伝わらなかった時

11

CAN

Canada/カナダ
■セメスタ留学

プログラム後も交流が続いていること。
このプログラムに参加していなかったら出会うことがなかった

の悔しさやもどかしさが、
もっと英語の勉強を頑張ろう！というモチベー

と思うと参加してよかったと思います。

ションアップに繋がりました。

対象学年

単位認定

全学年

2単位

研修先
2019年度in大阪（日本） 日本国内で実施
2020年度in台南（台湾）

現地研修期間

プログラム実施時期

奨学金適用後
プログラム費用

5日間

2月下旬

大阪：約5万円
台湾：約10万円

プログラムの研修先、内容や金額などは年によって異なる場合があります。
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2年制 国際交流プログラム

2・４年制 共通・共同国際交流プログラム
タイ タイ北部にあるカレンの人たちが暮らす村でホームスティし、村人との交わりを深め、
フェアトレード商品

エリア・スタディーズ
タイ

として扱う
「カレンの布」の染めや織りを見学・体験し、手織り布を作る女性グループと交流をします。
日本で学ん

海外 Cabin Attendant（CA）実習

だ研修生の活動現場を訪ね、活動の状況を学び、国際協力、開発の在り方を考えます。

このプログラムでは、航空業界で使用する英語、英語面接の対策、Speechの練習や効果的なメイクアップの方
法など実践的な研修を行います。
また実際の機体とほぼ原寸の模型（モックキャビン）
でFood & Beverage Serviceの実習などをRole-play形式
で 学びます。

西浦
稲井

千夏

杏奈

英語科1年生時

Ｑ：どんな人にお薦め？

英語科1年生時

Ａ：社会に出る上で大切なことや、就職活動で必ず必要となってくる知識や服装や立ち居振る舞いなど

Ｑ：留学する前に不安だった事は？

を学べるので皆さんにオススメですが、
もちろんCAの仕事についての授業が多いのでCAになりたい

Ａ：食べ物と虫が不安でした。食べ物は多少調整してもらったら、食べられないものしかないという場面はな

人にオススメです。

かったです。お腹を壊すこともなく、むしろ美味しくて太りました
（笑)虫も思っていたより全然いなくて基本気に

Ｑ：留学する前に不安だった事は？

せず過ごせました。

Ａ：授業についていけるか不安でしたが、実際はとても分かりやすい授業で先生もとても親切でした。

Ｑ：参加するに当たっての心構えは？
Ａ：タイの人で英語を喋る人はあまりいません。
日本語を喋れる方も本当に一部ですし、
タイ語の通じない村もあ
ります。事前に勉強しておくかタイ語の本や、
イラストとか写真を持って行くのもありだと思いました。

対象学年

単位認定

研修先

現地研修期間

プログラム実施時期

奨学金適用後
プログラム費用

全学年

2単位

タイ：チェンマイ県、メーソンホン県

約10日間

2月下旬〜3月初旬

約17万円

対象学年

全学年

単位認定

語学資格

研修先

現地研修期間

プログラム実施時期

奨学金適用後
プログラム費用

2単位

現地での授
業を英語で
受講できる
レベル

韓瑞大学(韓国)

約2週間

8月中旬〜8月下旬

約20万円

プログラムの研修先、内容や金額などは年によって異なる場合があります。

Seoul Short Program

プログラムの研修先、内容や金額などは年によって異なる場合があります。

夏季休暇の約3週間を利用して、韓国の大学付属の語学学校で語学留学を体験します。

( トライリンガルプログラム対象 )

教室での授業に加え、文化体験や現地の学生との交流をおこない、言語や文化を超えた有意義な時間を過ごす

短大：エリア・スタディーズ
ハワイ

ことによって、韓国語への自信を深め、隣人の存在に気づく機会となるでしょう。

このプログラムでは、ハワイ島のヒロで、diversity(多様性)と持続可能性(sustainability)を中心テーマに据えた2
週間の英語学習プログラムを行います。ハワイ独自の文化や社会システム、ハワイ島独特の自然について教室
内での講義だけでなく、現地の方々との交流を交えたフィールドワークを通した体験学習もできます。

大学：フィールドスタディ
ハワイ

伊藤

理沙

伊藤

英語科1年生時

美沙

川端
小林

英語科１年生時

Ａ：自分の韓国語が今の時点でどれくらい伝わるのかと、韓国という言語は勉強して
いるけれど、文化や生活をもっと知りたいと思ったから。

英語科1年生時
英語科1年生時

Ｑ：プログラムに参加して学んだこと

Ｑ：留学前に不安だった事は？

Ｑ：このプログラムを選んだのはなぜ？

彩希
芽生

Ａ：ハワイの文化、言語、
自然についてしっかり学ぶことができました。

Ａ：言葉が伝わらなかったらどうしようという事と、違う文化に触れることに不安があ

Ｑ：参加してよかったこと

りました。
でも、韓国語を理解できなかったら、不安になるのではなく次に活かせる

Ａ：新しいことに触れる機会が多く、
たくさんの刺激を受け、
自分を成長させるいい機会になりました。

ような原動力になったし、
カルチャーショックは少しあったけど、韓国という国はこう
なんだと理解できるようになりました。

対象学年

単位認定

研修先

現地研修期間

プログラム実施時期

奨学金適用後
プログラム費用

1年次
(トライリンガル
プログラム限定)

2単位

韓国外国語大学 文化教育院

約3週間

8月上旬〜8月中旬

約15万円

プログラムの研修先、内容や金額などは年によって異なる場合があります。
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対象学年

単位認定

語学資格

研修先

現地研修期間

プログラム実施時期

短大：全学年
大学：2年〜4年次

2単位

ＴＯＥＩＣ
450点以上保持者

ハワイ州ヒロ

約2週間

2月下旬〜3月初旬

奨学金適用後
プログラム費用
約35万円

プログラムの研修先、内容や金額などは年によって異なる場合があります。
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2・４年制 共通・共同国際交流プログラム

Global Youth Conference

4年制 国際交流プログラム
日本国内にいながら世界各地から日本に訪れている学生たちと共に、3泊4日寝食を共にしながら世界中が直
面するであろう問題について話し合い、解決策を考えます。
プログラムは全て英語で進行されますので、
ご自身

( 大阪 ＹＭＣＡ主催 )

本学での2ヵ年の課程を修了した後、3年次または4年次に、1学期間、海外の交換留学、協定留学先大学で、現地

セメスタ留学

の大学の正規留学生として在籍し、本学のベンチマーク4000番台相当の専門科目を1科目以上履修します。英
語圏への留学は勿論ですが、英語で授業が実施されているアジア諸国の大学は韓国語や中国語など現地の言

の英語力が世界レベルで通用するか、実際に挑戦してみる良い機会となるでしょう。

葉を学ぶ機会にも恵まれる為人気があります。1学期間、世界各国からの留学生と交流しながら学部の授業を学
ぶ、魅力的なプログラムです。なお、
アメリカ、カナダ、オーストラリア、ニュージーランドなどの英語圏の大学の
内、交換留学協定のない大学への留学を希望する場合、学内での選考を得たうえで、一人当たりの上限が100
万円の（プログラム費用が100万円以下になる場合は実費支給）特別派遣奨学金の受給が可能です。
（特別派遣
奨学金交付人数には制限があります）

繁田

翠

国際・英語学部3年生時

Ｑ：申し込み資格のTOEICの勉強はどのように取り組んだ？
Ａ：回答の際の時間配分を考えるようにしたのと、
とりあえずセメスタ留学
締切まで、TOEIC-IPも含む受けれる限りのTOEICの試験を受験しました。

上東

美里

Ｑ：留学中の放課後・週末の過ごし方は？

国際・英語学部3年生時

Ａ：さまざまな国の学生たちと買い物に出かけたり、遊びに行ったり、映画

Ｑ：このプログラムを選んだのはなぜ？

を見たり、
ご飯を食べたり、話をしたりして過ごしました。

Ａ：普段学んでいることを生かせるといいと思ったからです。
また、
このプロ
グラムを通して様々な国の人たちと話がしたいと思ったのもきっかけのひとつです。

対象学年

語学資格

Ａ：自分の意見を持っていることの大切さ、積極的に行動することです。様々な国からの参加者とともに
決められたテーマで話し合う場なので、様々な意見を聞きながら自分の考えを話すということの大切
さをグループでの議論で学びました。

全学年

単位認定

1単位

語学資格
TOEIC700点以上が好ましい
（ただし、600点以上保持者で、
主催者の面接を合格した場合
も参加可能）

研修先

現地研修期間

プログラム実施時期

奨学金適用後
プログラム費用

六甲 ＹＭＣＡ

３泊４日

８月初旬

約4万円

日本国内で実施
プログラムの研修先、内容や金額などは年によって異なる場合があります。

4年制 国際交流プログラム
大学付属の語学機関で行われる授業では世界中から集まった留学生と共に、
「読む、書く、話す」の3つの技能を

Short Term Learning
中心に、その時の自分の語学レベルにあったクラスで学ぶことが出来ます。また授業で学んだ英語を実際に
Abroad Program（海外短期留学） ホームステイ先での生活などで生かすことにより、英語に対する自信が深まります。海外で学んでみたいという

奨学金適用後
プログラム費用

プログラム実施時期

・Queens College（U.S.A）
・Bethel University（U.S.A）
・韓南大学（韓国、ACUCA 加盟校）
・元智大学（台湾）
・長栄大学（台湾、ACUCA 加盟校）
・実践大学（台湾）

３年次の春学期か秋学期 交換、協定留学先に
1セメスタ
又は
より金額が異なる
・Ewha Womans University（韓国、ACUCA 加盟校） （約4〜５ヶ月）
４年次の春学期か秋学期
1セメスタ〜約215万
・Hong Kong Baptist University（香港、ACUCA 加盟校）

︻協定留学先︼

対象学年

学内の出願資格、
TOEIC：640点以上
があり、出願先大
3･4 年次
学の出願資格を
満たしていること

現地研修期間

︻交換留学先︼

Ｑ：このプログラムを通して学んだことは？

研修先（※は特別派遣対象校）

・Universiti Technologi MARA（Malaysia)
※Northwestern College（U.S.A）
※University of Hawaii at Hilo（U.S.A）
※Deakin University (AUS)
※Lincoln University (N.Z.)

ACUCAとは、
アジアのキリスト教主義の大学が相互協力と発展のために結成した団体で、加盟している大学に、春学期または秋学期の1学期間（WGL専攻は1年間）留学することが出来ます。申請できる
メンバー校や条件などの詳細は説明会時配布資料に記載予定です。プログラムの研修先、内容や金額などは年によって異なる場合があります。

通年留学

WGLに所属する学生は、本学の交換留学協定先大学の内、2学期間以上の受け入れを可能としている大学に、

ＷＧＬ 対象

約1年間留学することができます。3年生の春学期から秋学期の約1年が日本国内での就職活動を考えると理想
的な留学期間ですが、大学卒業後、海外の大学院への進学や就職を目指す学生の場合、3年の秋学期4年生の
春学期の約1年間の留学も可能です。

希望をもったすべての学生に、そのファースト・ステップとして、ぜひ参加をお勧めするプログラムです。

海平

悠里

国際・英語学部2年生時

Ｑ：留学するにあたって不安だったことは？
Ａ：英語が聞き取れるか、伝わるか不安でしたが、留学して最初の頃は緊
張していたけど、
自分から話すと理解しようとしてくれるし、時間が経つ
と相手の言っていることもわかるようになってきた。
Ｑ：ホームステイのアドバイスは？
Ａ：コミュニケーションをとること。緊張するけど、話しかけることは大切
だと思った。

対象学年

1・2年次

単位認定

研修先

2単位

Deakin University
（オーストラリア）
English Language Institute

現地研修期間

Lee, Chit Yan

国際・英語学部WGL3年生時

Q：通年留学を選んだ理由は？

プログラム実施時期

奨学金適用後
プログラム費用

A：少しでも長く滞在することで、その土地や文化や習慣を身を
もって学習できるだけでなく、勉強もよりスキルアップできると
思ったからです

4週間

春学期：8月下旬〜9月中旬
秋学期：2月中旬〜3月中旬

約40万円

Q：友達作りの秘訣は？
A：クラスでわからないところを周りにいる人と共有することで
きっかけを作って、積極的に話しかけました。

研

修

先

【交換留学先】
・Queens College（U.S.A）留学時期に制限あり
・韓南大学（韓国）
・元智大学（台湾）
・長栄大学（台湾）
・実践大学（台湾）

プログラムの研修先、内容や金額などは年によって異なる場合があります。
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4年制 国際交流プログラム

4年制 国際交流プログラム

教 職 ・・・教職過程の学生にお薦め
本プログラムを通じ、
アジア、オセアニア、
アメリカなどの企業や教育機関で、働く経験をすることで「自分が将来

国内外インターンシップ

何をしたいのか？」、
「何に適しているか？」を考える素晴らしい機会となります。 そして海外で働く楽しさ、難し

短期中国語研修

2019年度より新規開講

English+1で中国語を学ぶ学生が、3年次に Chinese Study Abroad（CSA）への参加申込資格である中国語検定
3級取得を目指し、CSAの実際の研修先である国立台湾師範大学の国語教学センターで3週間、中国語運用力の
向上に取り組むプログラムです。

さを体験し、国際的な仕事への関心やそれらの分野で働くことの意義を自ら考えてください。
この経験が将来の
皆さんのキャリアデザインに大きな自信となることでしょう。

西山

明穂

国際・英語学部WGL3年生時

Ｑ：参加するに当たっての心構えは？
Ａ：その国の政治や宗教感などあらかじめ調べておいたほうがいいと思います。
また、英語を話せるに越したことはないので、勉強していったほうがいいと思います。
Ｑ：帰国後、
自分で変わったと思うところは？
Ａ：就職活動の幅が変わりました。行く前は総合職で働きたいと思っていましたが、一般職や人と接する仕事も
視野に入りました。

対
学

象
年

単位
認定

語学資格

現地研修期間

研修先
香港YMCA（香港）ー英語教育関係業務

プログラム
実施時期

奨学金適用後
プログラム費用

対象学年

単位認定

研修先

現地研修期間

プログラム実施時期

奨学金適用後
プログラム費用

2 年次

2 単位

国立台湾師範大学 国語教学センター

約3週間

8月下旬〜9月初旬

約20万

約15万円

教職

約15万円

台北YMCA（台湾）ー英語教育関係業務
教職
参加資格：
3･4 年次 2 単位 TOEIC：675点以上 Northwestern College（U.S.A）ー教育機関関連業務
(誤差範囲640点）

約4週間

中学、高校などの教育機関 (Australia)ー日本語教育関係業務

教職

8月中旬〜
9月中旬

約20万円
約20万円
約30万円

一般企業など
（U.S.A)ー希望する業務内容等でマッチング

English+1
Chinese Study Abroad
Korean Study Abroad

す。それぞれの国や地域が直面しているこれらの課題に気づき、現地で学び、
自分には何ができるか―この問い
に向かい合うのがこのプログラムの目的です。そこから
「Global Citizenship」
（社会のさまざまな課題を地球規

アジア学院（国内プログラム）

模でとらえ、
自らの足元で実践できる幅広い素養と行動力）を身につけることを目指しています。本プログラムで
は常に問題意識を高く持ち、課題を解決する力を育んでほしいと思います。

対象学年 単位認定
3 年次

ミャンマー：金

裕伊

国際・英語学部3年生時

Q：このプログラムを選んだのはなぜ？

アジア学院：林

A：開発途上の国への支援を考えたときに、実際に求めてられていることはその国の

Q：このプログラムを選んだのはなぜ？

舞衣

A：お金がなくて学校に通わずに働いている子ども達や、孤児院で暮らしている子ど

A：海外からの学生との交流また農業を通じ、有機農

も達と触れ合うことで、普通と思っていた自分の生活がいかに恵まれているのかを

業の意義、
また、自分の意見を積極的に伝える事の

身に染みて感じ、
日々の当たり前を当たり前と思わないようになりました。

大切さ、そしてそのことの難しさを学びました。

現地研修期間

プログラム実施時期

ミャンマー

2~4 年次

2 単位

（マンダレー・タダインシェ村、マンダレー近郊の山岳地域）
アジア学院（栃木県） 日本国内で実施

12

プログラム
実施時期

奨学金適用後
プログラム費用

TOEIC550点以上
中国語検定3級以上

国立台湾師範大学
国語教学センター

約10週間

8月下旬〜9月初旬

約30万円

研修先

現地研修期間

プログラム
実施時期

奨学金適用後
プログラム費用

約10週間

8月下旬〜9月初旬

約30万円

ができることに魅力を感じたからです。
Q：このプログラムを通じて学んだことは？

研修先

現地研修期間

国際・英語学部2年生時

Q：帰国後、
自分で変わったと思うところは？

単位認定

12 単位

研修先

語学資格

A：日本にいながら興味のある農業を通じて国際交流

人たち自身が知っていると思い、実際に現地に行きそこで活動している現地の方々
のお手伝いをするような形で参加できるプログラムだと思ったから。

対象学年

10週間韓国又は台湾の大学付属の語学学校で学ぶプログラムです。

2020年度より開講

日本国内や世界には、急速に進みつつある過疎化、貧困、紛争や環境問題など、
さまざまな課題が山積していま

フィールドスタディ
ミャンマー

中国語検定3級、又は韓国語能力検定3級を取得した学生が、それぞれの言語のさらなる運用力向上に向けて、

10日間

8月下旬〜9月下旬

奨学金適用後
プログラム費用
約20万円
約5万円

対象学年 単位認定
3 年次

12 単位

語学資格
TOEIC550点以上
韓国語能力検定3級以上

高麗大学

韓国語センター
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International Experience @ Osaka Jogakuin
with
Wilmina Global Supporters

協定校紹介 Partner Universities Around the World

海外留学をしなくても大阪女学院では WGS による様々なイベントを通じて
国際交流体験ができます！

交換留学協定校／セメスタ留学・通年留学可

https://www.yzu.edu.tw/index.php/en-us/

WGS (Wilmina Global Supporters) は、学内で留学生のサポート、また留学生と一緒に楽しみ学べるイベントを企画・運営しています。

Yuan-Ze University
元智大学（台湾）

Chungli

費用（１学期）

1989年設立と新しい私立大学ですが、本学が協定を結んで

学費：免除

いるCollege of Management 学部では、国際交流に力を入

出願資格

れており、留学生の受け入れ並びに送り出しにも積極的で、

GPA：2.0以上
TOEIC：650以上

本学でも毎年交換留学生を受け入れています。

Taiwan

寮：ＮＴＤ9,200

交換留学協定校／セメスタ留学・通年留学可 /ＥＣＥ

http://www2.cjcu.edu.tw/english/

Chang Jung Christian University
長榮大学（台湾）

たこ焼きパーティー

費用（１学期）
学費：免徐

1993年に台南に設立された、台湾基督長老教会に属する私立大

Tainan City

学です。本学とはEnglish Cultural Exchangeプログラムを通じて

出願資格

協定を締結しました。8つの学部を持つ総合大学で、約10,000人

GPA：2.0以上、
TOEIC：650以上

の学生が学んでいます。

Taiwan

寮：ＮＴＤ13,000

交換留学協定校／セメスタ留学・通年留学可

Taipei

https://www.usc.edu.tw/?locale=en

Shih Chien University
実践大学（台湾）

費用（１学期）
学費：免徐

1958年に設立された台北と高雄にキャンパスをおく私立大学で全

Trinity Western University（カナダ協定校）学生との
交流イベント

生徒数は約16,000人です。様々な分野や学科を持ち合わせた総合

出願資格

大学ですが、特にデザインの分野は台湾だけでなく世界的に有名

GPA：2.0以上、
TOEIC：650以上

です。留学生の対するサポート体制も充実しています。

Taiwan

寮：ＮＴＤ10,000

Takao

交換留学協定校／セメスタ留学・通年留学可／トライリンガルコース編入候補

http://int.hnu.kr/eng/

Hannam University
韓南大学（韓国）

紅葉狩り＆Bookmark Making!

費用（１学期）
学費：免除

寮：ＫＷ930,000

出願資格
GPA：2.5（or75%）以上TOEIC：640以上

Dae jeon
South Korea

韓南大学は1956 年にアメリカ合衆国 (現在 PCUSA) の南長老教会のアメリカ人宣教師によって設
立されました。44か国に192校の協定校をもち、世界中から多くの留学生を受け入れています。ま
た、当大学の特徴は、すべての科目を外国の教員から英語で学ぶことができるリントングローバル
カレッジがあることです。
より高度なレベルの英語での教育を韓国で体験することができます。

トライリンガルコース編入候補

費用（１学期）

http://www.baewha.ac.kr

学費：ＫＷ5,324,000

Baewha Women's University
培花女子大学（韓国）

寮費： ̶

出願資格
GPA：2.５(or 75%)以上、
TOEIC：640以上

培花女子大学は1898年10月、米国の女性宣教師キャンベル(Mrs. Josephine Eaton PeelCambell)女史が信仰、
希望、愛の基督教精神を建学理念として、女性人材を育成するために培花学園として設立され、1978年には
培花女子大学を開学しました。キャンパスはソウル市内の中心地にあり、規模は本学とほぼかわりません。実用
的学問の教育を志向する韓国最高の女子大学です。

セメスタ留学／トライリンガルコース編入候補

http: //www.ewha.ac.kr/english/

浴衣を着よう！

Ewha Womans University
梨花女子大学（韓国）

費用（１学期）
学費：KW4,060,000
寮：KW1,160,000〜2,660,000

Seoul

South Korea

Seoul

出願資格

GPA：2.5（or75%）以上TOEIC：640以上
梨花女子大学は女性を教育するための韓国初の近代教育機関で、

South Korea

世界最大の規模を誇る私立女子大学です。英語で開講されている
科目数も豊富で､その多くを留学生が履修することができます。
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協定校紹介 Partner Universities Around the World

交換留学協定校／セメスタ留学

ＳＳＰ／トライリンガルコース編入候補

http://www.hufs.ac.kr/user/hufsenglish/

Hankuk University of Foreign Studies
韓国外国語大学（韓国）

Seoul

費用（１学期）

http://www.bethelu.edu/

Bethel University（U.S.A.）

学費：KW 3,629,500 寮：KW 1,091,000
出願資格

本学の創立者ヘール宣教師兄弟を日本に派遣したカンバーランド・プレ
スビテリアン教会が1842年にテネシー州マッケンジーに設立した大学で
す。小規模私立大学で、安全なキャンパスと親切で協力的な教授陣を誇り
としています。約８割のクラスで履修者を２０人未満に定めていることか
ら、学生1人1人に気を配った教育が提供でき、
またすべての学生にノート
パソコンが支給されるなど、快適な学習環境づくりに努めています。

South Korea

GPA：2.５以上、TOEFL iBT：80以上

韓国外国語大学は韓国最高の名門外国語大学であり、世界45の言語教育を行っています。2019年
度は当大学付属である韓国語文化教育院でSeoul Short Program の開催を予定しており、韓国語教
育のノウハウを持つ専門講師たちによる授業を通して韓国語能力向上を目指します。

セメスタ留学

1954年に創立された香港で2番目に古い公立大で、8つ

費用（１学期）

China

学費：HK$60,000
寮費：HK$4,700-6,750

費用（１学期）

Iowa 州 Orange City（人口約5,８00人）はコーン畑と大豆畑

学費：＄16,050
寮（食事付）
：＄4,800

※2･4年制の提携先・協定先

に周りを囲まれた、のんびりとした環境の町です。大学は小

Hong Kong

規模校ならではのアットホームな雰囲気で、留学生にとって
も親しみやすく、サポート体制も整っています

1956年創立。15か所にキャンパスが広がるマレーシア

U.S.A.

出願資格
GPA：2.75以上、IELTS：6以上又は
TOEFL iBT：79以上 TOEIC750以上

https://hilo.hawaii.edu/

Malaysia
Shah Alam

最大規模の大学で、本学セメスタ留学先で唯一のイスラ
費用（１学期）

費用（１学期）

1941年に設立されたハワイ島のヒロにある州立大学です。全米の州立大学の

学費：＄10,341
寮費（食事付）
：＄5,500

化だけでなく、多彩な国際交流が期待できます。また、ハワイ島ならではの環境

GPA：2.0以上
IELTS：5以上又はTOEFL iBT：61以上

的な利点を生かした、海洋科学、地質学、天文学などの授業の受講も可能です。

セメスタ留学／ＳＴＬＡＰ

費用（１学期）

Deakin大学はオーストラリアのビクトリア州に4つの 学費：AU$ 9,820
寮費：AU$ 5,066
キャンパスを持つ大学で、優れた教授法と革新的なコー

https://www.twu.ca/

Australia

出願資格
IELTS：5.5以上、TOEFL iBT：61以上、
又は英検2級Ａ以上

Trinity Western University（Canada）

費用（１学期）

学費：CA$11,130
カナダ最大の私立キリスト教系リベラル・アーツ大学です。
ブリティッシュ・コ 寮：CA$2,159＋
食事：CA$2,259
ロンビア州ラングレーにあり、
カナダの自然に囲まれた魅力的な大学です。学
出願資格
部、大学院ともにリーダーシップに重点を置いたプログラムが充実している

Melbourne

スの提供によって数多くの賞を受賞しており、中でも名 出願資格
誉あるAustralian University of the Yearを２回受賞して GPA：2.6以上、IELTS：6以上又は
TOEFL iBT：65以上（writing21以上）
います。

のもこの大学の特徴です。

セメスタ留学

Hilo

Canada

セメスタ留学

http: //www.deakin.edu.au/

U.S.A.Hawaii

University of Hawaii at Hilo（U.S.A.）
中でも最も他人種な学生が集まる大学として有名で、留学中はハワイ独自の文

出願資格

学費：RM5,000
寮費：RM2,040（RM340/month）

Langley

IIELTS：6.5以上、TOEFL iBT：88

海外大学への編入準備のプロセス

http: //www.lincoln.ac.nz/

Lincoln University（New Zealand）費用（１学期）

Lincoln大学はニュージーランド南島クライストチャーチ 学費：NZ$12,500
：NZ$6,845
市郊外にある大学で、特に農学、畜産学、園芸学の分野 寮費（食事付）
では世界的な研究機関です。また、留学生が多いことで 出願資格

New Zealand
Christchurch

GPA：2.75以上
IELTS：6以上又はTOEFL iBT：79以上

クイーンズ大学は1937年に設立された市立大学です。1961年から

費用（１学期）

ニューヨーク市立大学のメンバーのなかに組み込まれました。20の

学費：免除
寮費：＄7,763

collegeで構成され、アメリカの中でも多様性に富んでいるクイーン

出願資格

ズ地域に位置し、140を超える国から留学生が来て学んでいます。

1
2

http://www.qc.cuny.edu/

Queens College（U.S.A.）

STEP

STEP

交換留学協定校／セメスタ留学・通年留学可
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Orange City

セメスタ留学

Universiti Teknologi MARA（Malaysia）

も有名です。

GPA2.75以上
TOEFL iBT 65以上

Northwestern College（U.S.A.）

セメスタ留学

http: //www.uitm.edu.my

Deakin University（Australia）

出願資格

http: // www.nwciowa.edu

の学部から成り立っており、現地や海外からの優秀な学 出願資格
GPA：2.5以上
生が学んでいます。
IELTS：6以上又はTOEFL iBT：80以上

ム教圏にあり、その文化に触れることができます。

Tennessee

セメスタ留学／インターンシップ

http: //www.hkbu.edu.hk /eng/main/index.jsp

Hong Kong Baptist University
香港浸會大学（香港）

U.S.A.

費用（１学期）
学費：免除
寮費：＄5,600

TOEFLiBT：61, IELTS 6.0以上

専門分野などを決める

留学費用や地域などを決める

STEP

4

STEP

5

編入に必要な条件を満たす（TOEFL、IELTS、TOPIKなどを受験する）

出願の手続き
卒業後に海外の大学に編入をすると決めたら、早めに準
備を開始することが大切です。上記のステップを踏みな

U.S.A. New York
STEP

3

大学の選択と情報収集

STEP

6

出発準備

がら準備をしても 1 年はかかります。海外の大学は 9 月
が新学期であることを考慮すると 2 年生になる前から準
備をする必要があります。編入学を希望される際は、早
めに国際交流センターのスタッフに相談しましょう
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奨学金情報

Program

（2019年3月現在）

支給額

異文化間リサーチ演習

現地授業料相当

English Cultural Exchange

現地プログラム費用相当

エリア・スタディーズ(タイ)

10万円

エリア・スタディーズ(ハワイ)

現地授業料相当

大阪女学院で世界へのトビラを開く
Cross-cultural understanding begins when we welcome people from diﬀerent cultural backgrounds into our lives and expands
when we take steps to explore the world beyond our own culture. At Osaka Jogakuin University and Osaka Jogakuin College, we

海外 Cabin Attendant実習

現地授業料相当

国内外インターンシップ

上限額35万円

know that cross-cultural awareness requires us to interact with people from other countries in Japan as well as overseas.
On campus, the Wilmina International Center (WIC) at Osaka Jogakuin, part of the Center for International Aﬀairs, provides
students with opportunities to meet and interact with students from other countries on campus. WIC is an open space for
exploring the world and expanding knowledge. The WIC allows students to begin their cross-cultural explorations on campus,
meeting with exchange students from OJU's partner schools and learning more about Japanese culture through various events.

フィールドスタディ

上限額10万円

STLAP（海外短期留学）

現地授業料相当

セメスタ留学
通年留学（WGL専攻のみ）

上限額35万円
上限額70万円

特別派遣セメスタ留学

上限100万円まで

Seoul Short Program（韓国）

現地授業料相当

The center welcomes students, faculty, and staﬀ interested in learning more about the world. English is the primary language of
WIC, but students are encouraged to communicate using any language they are studying.
Oﬀ campus international studies programs encourage students to explore the world. Whether the program takes place in
another country or in Japan, the oﬀ-campus programs challenge students to experience the world in a diﬀerent way. Whether
meeting people in other countries, working with them in Japan, or welcoming them to Osaka, the experience deepens awareness of international issues, creates a base for future studies, and establishes a framework to build international understanding.
Students, faculty, and staﬀ all share in building this international community through participation in various programs and
sharing their experiences. The actual content of each study abroad program varies, but all help to meet the overall goal of the
education students are receiving at Osaka Jogakuin ‒ to help students become more aware of the world and develop their own
goals as a global citizen.
Cross-cultural awareness begins at home. Becoming aware of other cultures and able to interact with people from diﬀerent
societies requires attention to cross-cultural understanding in Japan. We are blessed to live in a city where we have access to

短期中国語研修

現地授業料相当

Chinese Study Abroad
Korean Study Abroad

現地授業料相当

people from around the world. The Center for International Aﬀairs faculty and staﬀ members hope all OJU/OJC students will take
advantage of the varied international exchange opportunities.
※年度により支給金額・支給対象が変わる場合もあります
※交換留学協定校へのセメスタ留学・通年留学は奨学金の
支給はありません

異文化理解は異なる文化的背景をもつ人々を迎える時や自分の文化からさらに探索の翼を広げる時に始まります。
大阪女学院大学・大阪女学院短期大学では、異文化への気づきには、日本在住の外国出身の人々や海外在住の
人々と接することが必要だと認識しています。
学内では国際交流センターの施設である Wilmina International Center（WIC）において外国出身の学生と出会う機

大阪女学院危機管理体制について

会を提供しています。WICは世界を探索し、知識を広げる場です。学内で国際理解への探索の場となり、大阪女学院

大阪女学院では、夏期・冬期・春期の長期休暇中に年間100名以上の学生が海外プロ

てもっと知りたい学生、教員、
スタッフを歓迎します。WICでは英語が主要な言語ですが、みなさんが学んでいる他の

グラムに参加ており、今後もさまざまなプログラムを利用し、海外へ渡航する学生の数

言語でも積極的にコミュニケーションをしてください。

は増えると予測しています。本学は、特定非営利活動法人海外留学生安全対策協議会
（JCSOS）のご協力のもとに、学院全体における危機管理体制を常に整え、安全に学生
を海外へ派遣できるよう努めております。
我々を取り巻く昨今の世界状況は日々変化し、
「いつ、
どこで、何が起こるか」を予測で
きない難しさがあります。
しかし我々の日頃の取り組みと意識により
「危機とは備えるこ
とにより回避できる、もしくは最小限にとどめることができる」
こと、
「危機が起こったと
きには、一人ではなく全員の力で臨み、克服していくことが大切である」
と言うことを、
「危機管理シミュレーション」を実施することで実感し、教職員の危機管理に対する意

の提携校からの来ている留学生と接し、様々な行事を通して日本文化の理解を深めることが可能です。世界につい

学外で行われる国際学習プログラムでは、学生が世界を広げることをサポートします。
プログラム開催地が日本国
内でも外国でも、学内での学びとは異なる形で世界を体感することができます。外国で人々に出会うこと、
日本でと
もに働くこと、大阪に外国からの人々をお迎えすること、
このような経験はいずれも国際問題への理解を深める機会
となり、
さらには今後の学習の基盤ともなります。
さまざまなプログラムに参加して経験を共有することで、学生・教
員・スタッフが一丸となって国際的な共同体を形成します。
プログラム内容は多岐にわたりますが、
どれも大阪女学
院が行う教育目標にふさわしいものです。すなわち、みなさんの世界に対する意識を高めて、地球市民として成長す
ることを目指します。
異文化理解は自分の今いる場所から始まります。他の文化について知ることや色々な背景を持つ人々とコミュニ
ケーションするには、
日本における異文化理解について関心を持つことが必要です。今日、世界中から訪れる人々と
出会える都市大阪にいる私たちは、
とても恵まれています。国際交流センターの教員とスタッフは大阪女学院大学・
大阪女学院短期大学が多様な国際理解の機会を有意義に活用することを望んでいます。

識を高めています。
一方で、海外では「自分の身を自分で守る」
という意識を持つことが学生一人一人に不
可欠となります。危機とは何か、その場で何をすべきか、毎回出発前に自ら考える場と
して危機管理オリエンテーションを実施し、いわば「命を守るための判断」
となる知識
を学生に伝えています。

Tamara Swenson, Ph. D.
Director, Center for International Aﬀairs
タマラ

スウェンソン 学術博士
国際交流委員会 委員長

このようにこれからも本学は、海外で学ぶ学生たちの安全を、様々な形でサポートして
まいります。
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