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JEAP（Josai Education Abroad Program）は城西大学独自の海外教育プログラムです。
JEAP を利用して毎年多くの学生が海外留学を体験しています。

それぞれのコースで現地の語学研修があり、卒業単位に認定されることもあります。
（事前に各学部事務室へご相談ください）

今しかできないこと、JEAP がサポートします。

世界のトビラを開こう!

INTERVIEW

MESSAGE

INFORMATION

で

チェコ

プラハ経済大学

ポーランド

ウッチ大学

マレーシア

マネジメント＆
サイエンス大学

ハンガリー

ブダペスト
商科大学

マレーシア

トゥンク・アブドゥル・
ラーマン大学

台　湾

淡江大学

〈本学の主な海外姉妹校〉

現地の歴史や文化を
見て、聞いて、体験しよう !
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主な留学開始時期	 9 月、2 月、4 月

留学期間 3 ヶ月間～1 年間

主な留学先 東西大学（韓国）※

 建陽大学（韓国）※

 淡江大学（台湾）※

 大連理工大学（中国）※

 ブダペスト商科大学（ハンガリー）※

 ウッチ大学（ポーランド）※

 プラハ経済大学（チェコ）※

 カリフォルニア大学 リバーサイド校（アメリカ）
 ウェスタンミシガン大学（アメリカ）
 カモーソン・カレッジ（カナダ）
 セント・メアリーズ大学（カナダ）

 ※交換留学を実施（大連理工大学は経営学研究科のみ）

長期留学P.7

留 学 時 期 2016 年 8 月又は 9 月／ 2017 年 3 月

留 学 期 間	 2 ～ 3 週間前後

主な留学先 カリフォルニア大学 リバーサイド校（アメリカ）
 カモーソン・カレッジ（カナダ）
 マネジメント＆サイエンス大学（マレーシア）
 バルセロナ自治大学（スペイン）＊

 韓南大学（韓国）＊

 首都師範大学（中国）＊

 ＊城西国際大学（JIU）主催

短期語学研修P.3

韓　国

建陽大学

韓　国

東西大学

カナダ

カモーソン・
カレッジ

アメリカ

カリフォルニア大学
リバーサイド校

アメリカ

ウェスタン
ミシガン大学

カナダ

セント・メアリーズ
大学

留学先は、複数のコースから自分の目的に合わせて選べます !

現地学生や
ホストファミリーとの

交流を楽しもう !
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● カリフォルニア大学 リバーサイド校（アメリカ）
● カモーソン・カレッジ（カナダ）
● マネジメント＆サイエンス大学（マレーシア）
● トゥンク・アブドゥル・ラーマン大学（マレーシア）
● バルセロナ自治大学（スペイン）※

● 韓南大学（韓国）※　　● 首都師範大学（中国）※

※城西国際大学 (JIU) 主催

　その年の状況で開催コースは異なりますので、詳細は国
際教育センターにお問い合わせ下さい。

卒業単位に認定
　短期語学研修は卒業に必要な単位として認定されるこ
ともありますので、事前に各学部事務室にご相談ください。

複数のコースから自由に選択
　研修先は、複数のコースから自分の目的に合わせて選
ぶことができます。

バラエティ豊かなプログラム
　語学を学ぶだけでなく、現地学生との交流など楽しいイベントが用意され
ています。また、ホームステイや大学寮での生活も貴重な体験になるはずです。

研修先は本学姉妹校
　研修先は本学と姉妹校協定を結んでいる大学です。姉妹校のスタッフが万
全の受け入れ＆サポート体制を整えているので、安心して参加できます。

短期語学研修のポイント

JEAPで生涯忘れられない体験を！
　海外留学をしたいと思っていても、「長期留学する時間や予算がな
い」「長期間、海外で生活するのは不安」という人も多いはずです。
そんな学生のために、JEAP では留学体験の入門コースとして「短
期語学研修」を用意しています。長期休暇を利用して、海外の本学
姉妹校を拠点に語学研修と異文化体験を満喫できます。

日　程 内　容
1 日目 東京発→ロサンゼルス着
2 ～３日目 週末自由行動
4 ～８日目 AM：授業　PM：授業またはアクティビティ
9 ～ 10 日目 週末観光（Los Angeles 市内観光、Sea World）＊

11 ～ 15 日目 AM：授業　PM：授業またはアクティビティ
16 ～ 17 日目 週末観光（Disneyland、Universal Studio Hollywood）＊

18 ～ 21 日目 AM：授業　PM：授業またはアクティビティ
22 日目 AM：終了式　PM：ショッピングツアー＊

23 日目 ロサンゼルス発→（機内泊）
24 日目 東京着

＊オプショナルツアー（別途料金）

● 行程表（例） 研修先：アメリカ カリフォルニア大学 24 日間（サマーセミナー）
2015 年度実施例

過去の実施内容

Q&A

短期語学研修の
参加条件はありますか？

参加条件はありません。城西大学・
城西短期大学の学部生及び大学院

生、学年・学部学科・英語レベルを問わ
ず、だれでも気軽に参加できるプログラム
です。

全てのコースでオプショナルツアー
は実費となります。その他プログラ

ムの内容により実費が発生する場合があ
ります。

参加費以外に必要な
予算は?

サマーセミナーは毎年 4 月から 5 月、
スプリングセミナーは 10 月から11

月の期間で説明会を実施します。大学のホー
ムページや掲示物にて詳細をご案内します
ので、ご確認ください。

募集時期はいつですか？
応募方法は？Q

A

Q

A

Q

A

SUMMER SEMINAR /
SPRING SEMINAR

● 費用 2015 年度実施例

研修先 実施時期 期間 参加費用
アメリカ カリフォルニア大学（サマーセミナー） 8 月 24 日間 約 57 万円
マレーシア トゥンク・アブドゥル・ラーマン大学 9 月 16 日間 19 万円
アメリカ カリフォルニア大学（スプリングセミナー） 3 月 12 日間 約 30 万
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　マレーシアは、英連邦の一員で、異なる母語を持つ民
族が共通語として英語を広く使用する多民族国家です。
東南アジアの中ではシンガポールに次ぐ経済発展国とし
て成長を続けています。研修では、個々のレベルに合わ
せて編成された少人数クラスで、ゲームやディスカッショ
ン形式などにより、楽しみながら集中的に英語力を伸ば

すことを目的にしています。また、研修中は受け入れ大
学内・近隣の施設に全員で宿泊します。団体生活をしな
がら自然と英語力の向上を図れるとともに、日常的に現
地の生活文化や歴史などに触れることでグローバルな感
性を養うことができます。

多文化社会の国マレーシアで英語を学び、
グローバルな視野を身につける

MALAYSIA

　アメリカとカナダには、英語を身に付けるための質の高
い学習環境が整備されています。また、週末のアクティビ
ティや観光を通して異文化を体験することで、国際交流へ
の興味や積極性などを育むこともできます。

　アメリカとカナダの研修期間中はホームステイとなりま
す。家族の一員としてホストファミリーと生活を共にする
中で、語学の習得だけでなく、現地の生きた文化や生活習
慣を学んだり、お互いの文化について理解を深めることが
でき、国際人としての基礎を身につけることができます。

ホームステイで「生きた英語」と「異文化」を学ぶ

AMERICA / CANADA
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サマーセミナー

理学部 2 年　

藤田 智也さん

【留学先】

カリフォルニア大学 
リバーサイド校

（アメリカ）

サマーセミナー

薬学部 3 年

西澤 亜裕美さん

【留学先】

マネジメント＆
サイエンス大学

（マレーシア）

サマーセミナー

現代政策学部 4 年

齊藤 優輝さん

【留学先】

トゥンク・アブドゥル・
ラーマン大学

（マレーシア）

短期語学研修に参加した学生インタビュー

国境を超え、人と人を結ぶ

語学力を東京五輪でも役立てたい

行かないとわからない、

行けば必ず世界が広がる体験です

　セミナー参加は自分の英語力を試すためのチャレンジだったのに、最初は

会話スピードについていけず自信喪失。ただ世界各国の学生が集うキャンパ

スで生の英語に触れ、世界を感じ、価値観を超えて人とつながる、自分のグロー

バル化の一歩になりました。SNSをきっかけに、アメリカ人や中国人、韓国

人と、友だちの輪が広がりました。スピーチなどユニークな授業を受けながら、

時間とともにリスニングやリーディング力は特に上がったと思います。週末足

を運んだディズニーランドも楽しかったですね。日本とはちょっと違うアトラク

ションで絶叫三昧でした。将来の夢は数学教師です。数学の次に好きな英語

力をさらに磨いて、プラスの個性が光る数学教師をめざしています。長期留学

を視野に、次はどの国で学ぼうか、只今検討中です。

　マレー系、インド系、チャイナ系と、国際色豊かなキャンパスにまず衝撃

を受けました。週末は農家にホームステイし、民族衣装を着て、葉っぱの皿

の料理を手で食べました。そんな日々の中で個人的に大発見となったのが英

語です。試験では許されない英文法の間違いも、海外の英会話では許され伝

わるものです。私の英語でも世界とつながることができる！ミスを恐れず話そ

う！と妙な自信が湧いてきました。もちろん今の英語力に満足しているわけで

はありません。帰国後は国際教育センターで留学生と積極的に話し、そのご

縁からダメ元で受けたハンガリー短期海外研修に奨学生として派遣されるこ

とになりました。学生の特権である奨学金制度を再度活用し、ハンガリーで

も自分の狭い価値観を打ち破る体験をしてきます。

　治安や衛生面の不安を含め、未知なる国で異文化を全身で感じたいとマ

レーシアのサマーセミナーに参加しました。甘辛い料理をはじめ毎日がカル

チャーショックの連続でした。印象的だったのは、日本語を学ぶ現地学生サ

ポーターとの交流でした。アニメの話で盛り上がったり、J-POPを熱唱した

り。一生懸命日本語で話しかけてくれる彼等の熱意に、僕も頑張って英語で

話そうと前向きになれました。彼等のおかげでコミュニケーション力が上がっ

たし、海外でも本物の友だちができるということを教えてもらえました。期間

中、風邪を引き病院で診察を受ける貴重な体験もしました。そんな経験を含め、

2020年の東京オリンピックでは海外から訪れる人々のために、僕の語学力

を活かせたらと密かに考えています。

自分自身をグローバル化する

最初の一歩になりました
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　多感で吸収力の高い学生時代に、国境を越え、他国を
知り、日本を振り返る留学経験は、自身の視野や考えを
広げるのに大変役に立つと思います。特に、あらゆる面に
おいて世界の中心であり、日本も多くの影響を受けている
アメリカへの留学はお勧めです。広大な土地、人種・民
族の多様性、ライフスタイルの違いなどに直接触れるこ
とのできるアメリカ留学では、「新たな発見」の可能性が
広がっています。また英語への苦手意識が高い人も、アメ
リカでは自身の英語が「意外と通じる」と思うかもしれま
せん。私の住んでいたカリフォルニア州リバーサイド市は、
ヨーロッパ移民の子孫のみならず、ヒスパニック系、アジ
ア系など多くの他民族によって構成されているため、英
語によるコミュニケーションや理解の幅が広いのです。そ
れぞれのイントネーションや言い回しが英語に反映されて
いるため、学校で習った英語に忠実にならなくても意思
の疎通ができてしまう、それが英語の魅力でもあります。
英語をコミュニケーションツールとして身につけてしまえば、
チャレンジや可能性の場が、日本から世界へと広がってい
きます。ぜひ城西生にはその体験をしてもらいたいです。

  Malaysia is one of the Southeast Asian countries 
with pleasant weather throughout the year. It 
consists of two geographical regions divided by 
the South China Sea. The Peninsula Malaysia and 
Malaysian Borneo.  
  The capital - Kuala Lumpur is located in 
the peninsula where you will see the colonial 
architectures with its ancient customs and historic 
cultural relics, and modern metropolis. 
Travelling to Malaysian Borneo, you will be 
surrounded with exotic Island, tropical forests 
of orangutans, rare animals and plants, caves, 
ancient customs and meet the remote tribes. 
  Malaysia is a country with a great mixes of 
cultures and home for multi-racial population. 
What unites us are the food and language. 
Malaysia is famous for its cuisines and fusion, from 
Chinese-Malay “Nyonya cuisines” to the popular 
local Indian-Muslim stores “The Mamak Store”.

  Malaysia is a multi-ethnic, multi-cultural, 
and multi-lingual country. This has not only 
made Malaysia a gastronomical paradise, it 
has also made Malaysia home to hundreds of 
colourful festivals. As a people, Malaysians 
are always full of passion, energetic, sporty, 
warm and friendly. 
  The Management & Science University 
(MSU) is Malaysia's Best Teaching & 
Learning University that offers postgraduate, 
undergraduate and foundation programmes.
  MSU has varieties of international mobility 
activities that allow students to explore to 
different languages and cultures to facilitating 
holistic learning. MSU is always ready to help 
you and welcome you with open-arms!

教員、交換留学生からのメッセージ

食で世界を幸せにしたい！

夢がより大きく膨らみました

　管理栄養士をめざし入学した私がまさかの展開でした。何気なく参加した

スプリングセミナーで英会話の楽しさに目覚め、帰国後は国際交流サークル

JICに入り留学生を支援。その活動から3年の春休みには奨学生としてハン

ガリー研修に派遣されることになりました。アメリカで2週間暮らし、受け身

だった自分がやっと積極的に話せるようになった頃、帰国する、そのジレンマ

が英語への意欲につながりました。ホームステイ先の愛情あふれるおじいちゃ

んおばあちゃんとの交流も大きかったですね。セミナーでは現地管理栄養士

に直接インタビューするなど、参加者が多かった医療栄養学科向けのカリキュ

ラムも充実していました。私が学ぶ栄養や食の知識を世界の人にも貢献できる

ものにしたいと、夢も大きく膨らんでいます。

　学生の意見が飛び交うUCRの授業は熱く、見学したアマゾン本社はフレ

ンドリーな雰囲気で、充実した施設や福利厚生に、ここで働いてみたいと思

わされました。「リーダーシップ論」は心に響く授業でした。どんなに能力が

高くてもフォロワーなしにはいいリーダーとはいえない。そんな話を英語で聞

き取りながら、どう生きたいか、考え方ががらりと変わりましたね。“ま、いいや”

と小さな社会に納まっている自分がもったいないと客観的に思えるようになり

ました。長期留学したいし、海外で働いてみたいし、そのために英語もスペイ

ン語ももっと勉強しなきゃいけません。世界とつながるって快感です。海外研

修は英語に自信がなくても大丈夫。英語ができないなら、どうするか？一生

懸命伝えようとすることが凄く力になるんです。

スプリングセミナー（薬学研修）

薬学部 4 年

榎本 薫さん

【留学先】

カリフォルニア大学 
リバーサイド校

（アメリカ）

スプリングセミナー（ビジネス研修）

経営学部 3 年

小谷 凜太郎 ノエルさん

【留学先】

カリフォルニア大学 
リバーサイド校

（アメリカ）

山口	理恵子先生
経営学部 准教授
アメリカ カリフォルニア大学／元 UCR レジデントディレクター

Chia Su Aie 先生
Tan Seoh Koon 先生
経営学部 助教

Suan Yin さん
マレーシア マネジメント & サイエンス大学／
MSU からの交換留学生

このままでは自分がもったいない！

世界とつながる快感を知り180度変わった

アメリカ留学の
意義

Beautiful 
Malaysia

MSU 
Welcomes 
You
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4年間で卒業が可能
　留学先で履修した科目の修得単位は、最大 30 単位まで本学の
卒業に必要な単位に認定されます。そのため、休学・留年をせず
に 4 年間で卒業が可能です。詳細は、事前に各学部事務室に単
位等についてご相談ください。

留学先は姉妹校の中から自由に選択
● 東西大学（韓国）※ ● ウッチ大学（ポーランド）※

● 建陽大学（韓国）※ ● ブダペスト商科大学（ハンガリー）※

● 淡江大学（台湾）※ ● プラハ経済大学（チェコ）※ 

● 大連理工大学（中国）※ 

● カリフォルニア大学 リバーサイド校（アメリカ）
● ウェスタンミシガン大学（アメリカ） ● カモーソン・カレッジ（カナダ）
● セント・メアリーズ大学（カナダ）、等
※交換留学を実施（大連理工大学は経営学研究科のみ）

必要な語学力を養う準備語学講座
　留学先でスムーズに各大学のプログラムを受講できるように、ネ
イティブ講師の指導により少人数クラスで TOEFL 対策、読み書き、
会話の技能を身につけられます。

長期留学のための奨学金制度
　長期留学する学生で、成績・人物が特に優秀であると認められ
た学生に奨学金制度が用意されています。

安心のバックアップ
　カリフォルニア大学リバーサイド校（UCR）では、学校法人城
西大学から派遣された教員（RD:Resident Director）が常駐し、
学習面から生活面ま
でサポートしますので、
安心して学習に集中で
きます。その他の姉妹
校では、各大学のスタッ
フがあなたの留学生活
をサポートします。

長期留学のポイント

STUDY ABROAD

　JEAP=Josai Education Abroad Program（城
西大学海外教育プログラム）は、本学独自の海外留
学制度です。
　ボーダーレスな国際化時代を生きていくには、世
界中の人々とコミュニケーションするための語学力と、

異文化を理解して協調していく幅広い視野が求められ
ます。「海外留学」はそのような能力を身につける最
も有効な手段です。JEAP を活用すれば、本学に在
籍しながら長期留学し、休学・留年せずに本学を卒
業することができます。

JEAPならではのロングステイ！
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Q&A

留学の種類（私費留学・交換留学）

や留学先の大学によって異なりま

すので、国際教育センターにお問い合わ

せください。

日本学生支援機構や埼玉県などで各種

の奨学金制度が用意されています。それ

ぞれのホームページや学内掲示物で案内

をしていますのでご確認ください。

費用はどれくらい
かかりますか?
奨学金制度はありますか?

Q

A必要な単位について

各学部によって規定が異なりますので、必ず学

生便覧で確認のうえ、各学部事務室にご相談ください。

語学レベルについて

準備語学講座（P.14）に申し込みいただき、留学

出発までに語学力の向上を目指します。受講は英

語圏（英語で授業を行う大学含む）への留学希望

者全員必須です。

留学に必要な条件は
何ですか?

Q

A

留学するためにはまず
何をしたらいいですか?

まずは国際教育センターへお越

しください（清光会館 4 階）。

長期留学希望の申し込み（登録）をし

た上で、長期留学用のパンフレットを

もとに留学先や各種準備についてアド

バイスします。留学まで国際教育セン

ターがしっかりサポートします。

Q

A

長期留学の種類

私費留学（語学留学）
　本学の海外姉妹校へ 3 カ月から1 年間長
期留学（語学留学）することができます（学
部により異なります）。JEAP 留学生は留
学先大学で語学プログラムを受けます。一
定レベルに達した後、希望者は専門課程の
授業を履修できるプログラム、ビジネス英
語を学ぶクラス等を履修することもできま
す。私費留学の場合、本学に在籍し留学す
ることになりますので、留学先にも学費を
納入することになります。

交換留学
　姉妹校との協定に基づく交換留学生は、
本学に規定の授業料等を納めることで留学
先の授業料および施設設備費等が免除され
ます。単位認定制度により４年間で卒業す
ることが可能です。

留学までのステップ
出発から

12〜10
ヶ月前

相談・申し込み
　留学希望者は本学の国際教育センターに申し込みます。

6〜5
ヶ月前

準備語学講座の受講開始
　留学希望者対象の語学講座を受講します。

10〜5
ヶ月前

語学勉強
　英語圏（英語圏でなくとも英語による講義をする大学を含む）へ留学
を希望する場合は、TOEIC 等で一定レベルをクリアすることが条件です。
　台湾や韓国に留学を希望する学生は、中国語・韓国語の授業を履修し
て単位を修得し、検定試験を受けて下さい。

5
ヶ月前

学部申請・選考
　留学条件をクリアした学生は所属学部へ留学の申請をし、留学許可を
得ます。

留学準備
　ビザ申請などの手続きを行います。

3〜0
ヶ月前

留学先へ
出発 ! 　3 ヵ月～1年間に及ぶ海外での生活がスタートします。
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　漠然と過ごしていた留学生活に喝を入れてくれたのが、ホームステイ先のパ

パ、ジョナサンでした。波風立てず淡々と暮らしていたある日、ジョナサンに

「コーヘイ！もっと話そう！英語の勉強に来たんだろう！」と言われたのです。

えっ？怒っているの？そんな本気の助言が、僕の気持ちを変えてくれました。

もっと話したいから勉強する、そして話す。溶けこむ気ゼロだったクラスの留

学生とも打ち解け、毎日が好転していきました。ジョナサン家族と郊外で登山

や釣りをしたアウトドア体験も素敵な思い出になりました。帰国後のTOEIC

はプラス200点。嬉しいけれど、まだまだ足りないって思っています。価値

観が変わり、周りに流されるタイプだった僕が、残りの大学生活をどう過ごす

べきか、逆算して行動しています。

【留学先】

カリフォルニア大学 
リバーサイド校

（アメリカ）

語学留学（私費）
〈2014 年 9 月より 6ヶ月間〉

経済学部 4 年

渡部 晃平さん

【留学先】

ブダペスト商科大学
（ハンガリー）

交換留学
〈2014 年 9 月より 10ヶ月間〉

現代政策学部（2016 年 3 月卒業）

向坂 代悟さん

【留学先】

ウッチ大学
（ポーランド）

交換留学
〈2015 年 2 月より 4ヶ月間〉

現代政策学部（2016 年 3 月卒業）

加藤 拓也さん

本気で叱ってくれたパパのおかげで

気持ちが動き、毎日が好転

　部活を辞め目標を失いかけた時、交換留学制度があることを知り、英語の

猛勉強を始め、夢を実現させました。国内トップクラスのブダペスト商科大学

の授業はかなり高度でした。欧州各国から優秀な学生が集まる学部の授業に、

僕は全力で臨み、予習復習を欠かさず語彙力を上げました。彼らからの質問

に答えられるよう、日本の文化や経済についてもあらためて勉強しました。城

西大学からたった一人で挑んだ長期留学によって、英語は当たり前に話せるよ

うになり、自分の意見を負けずに言えるようになりました。10ヶ月後の大学

4年7月に帰国した際は、身についた押しの強さのおかげか、すぐに就職も

決まりました。社会人になってからも勉強を続け、英検1級＋TOEIC900

点に加え、もう1ヶ国語をマスターしたいです。

　ハンガリーの国際グローバル研修に参加し、帰国後もキャンパスでさまざ

まな国際交流を体験する中、ウッチ大学で学ぶ本学初の交換留学生に選ば

れました。ウッチ大学では国際関係政治学部の科目を、他の留学生と一緒に

英語で受講しました。約50ヶ国の留学生が集まる学部で、一番驚かされた

のが授業中にアグレッシブな議論が交わされることでした。デリケートな領土

問題に対しても、彼等は自ら考え、自ら意見する、その表現力に大いに刺激

を受けました。ポーランドは親日家が多く、杉原千畝さんのおかげか、気さく

に話しかけられることが多かったですね。ワルシャワから約2時間の田舎町で、

学外では英語が通じないことから日常会話程度のポーランド語がマスターでき

たのも嬉しいおまけになりました。

50ヶ国の留学生が集う学部で

世界各国の友だちができました

負けず嫌いが勉強面でも吉と出た!

レベルの高い授業に鍛えられた10ヶ月間

長期留学者インタビュー
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【留学先】

カモーソン・カレッジ
（カナダ）

語学留学（私費）
〈2014 年 9 月より 8ヶ月間〉

経営学部（2016 年 3 月卒業）

奥山 椋太さん

　違う環境に身を置いてみたいと、3年秋より約8ヶ月間の留学に挑戦しました。準備語

学講座にも参加し臨んだ留学でしたが、最初は伝わらないもどかしさがありました。ただ

3ヶ月経つ頃から徐々に表現力が増し、話せる、聞き取れる実感が湧いてきました。授業

内容を自分の意見も加えてまとめ、みんなの前でプレゼンテーションする学習スタイルが

効果的でした。放課後、大学生や地元愛好者と得意なサッカーで汗を流したこともいいコ

ミュニケーションになりました。この留学の最大の収穫は行動力がついたことです。帰国

後すぐに始めた就職活動はスムーズに、語学力を活かせる専門商社から内定をもらえまし

た。海外出張、今から楽しみにしています。

交換留学生からのメッセージ

コミュニケーション力を磨き

帰国後は弾みをつけて

就職活動→商社に内定

"동서대학에 오세요 !"

ジョー	イルギョムさん
韓国 東西大学／ DSU からの交換留学生

東西大学で
待ってます

  Hello everyone! 
  I come from a lovely country in the middle 
of Europe. Let me introduce Hungary and my 
university Budapest Business School.  
  In Hungary you can feel the unique European 
historical atmosphere and modernity at the 
same time. You can taste the world famous 
Hungarian traditional dishes and enjoy 
the cultural life such as visiting museums, 
theaters, concerts, spas and experience 
Hungarian nightlife.
  In Budapest Business School you get a 
chance to try yourself in an international 
environment.
  Our mission is to be a domestically and 
internationally attractive, Europe-wide and 
leading institution of higher education.　 
Please enjoy our Hungarian hospitality!

Balázs Orsolya さん
ハンガリー ブダペスト商科大学／ BBS からの交換留学生

Lovely 
Country, 
Hungary

  Poland, in the center of Europe, University 
of Lodz (UL), in the center of Poland. UL 
offers various courses; apart from classes 
conducted in English, students can also 
enjoy international atmosphere with 
exchange students from Europe, Africa 
and various Asian countries. ‘International’ 
can also describe teachers who came to 
teach at the UL from Australia, Germany 
as well as many language teachers from 
Japan. Atmosphere and parties in the 
University Apartments are unforgettable 
and memories of that days remains forever. 
With strategic location it’s also very easy 
and cheap to travel around Polish most 
important cities.

Markowiak Sebastian さん
ポーランド ウッチ大学／ UL からの交換留学生

Enjoy 
International 
Atmosphere 
at UL.

07:30

朝	食
マザーが作ってくれた

メープル入りのパンケー

キで1日がスタート！

12:00

昼	食
キャンパス内のカフェ

テリアで友人とラン

チ。週末に行くバン

クーバー観光につい

てみんなで相談。

午後の授業
Listening / Speaking 

Class Level 6
学生が持ち回りでテーマを決める担当になり、そのテーマについて各自の考えを議論するセミナー形式の授業。今週は自分の番。今までにない授業形態で、難しいが達成感があった。

15:30

放課後
友人と一緒にスポー

ツジムに行き、地元

の人たちと交流。

18:00
帰	宅

夕食をホストファミ
リーと一緒に作る。
食 後はみんなでテ
レビ鑑賞。今日の
授業の復習と明日
の予習をして就寝。

ONE DAY SCHEDULE
奥山さんのある日の一日

午前の授業
Reading / Writing

Class Level 7
テーマは社会問題で、ネッ
トや本を参考に、英語で
自分の考えを論文形式で
まとめた。

　東西大学は釜山（プサン）に位置しています。 
釜山は海雲台（ヘウンデ）、クァンアンリなどの有
名な海沿いにある大きな街で、毎年夏には多くの外
国人観光客で賑わいます。刺身、寿司などの新鮮
な海産物、広安里海辺の美しい夜景や書面・南浦
洞でのショッピングを楽しむことができます。東西
大学は釜山地域の大学の中で最も革新的な大学の
中の一つで、交換留学や海外ボランティア活動な
どの多様なグローバルプログラムが充実しています。
また、東西大学に来る外国人留学生たちにも在学
生たちとの国際交流の機会を設けるなど、勉強だ
けでなく充実した留学生活を送れるようにサポート
してくれます。最近ではセンタムシティにもキャンパ
スを新設し、21世紀に合うグローバルな人材教育
に力を入れています。
　多くの城西生に韓国・東西大学へ来てもらいた
いです。
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　UCR は名門カリフォルニア大学のメンバー校のひとつで、アメリカに
おける州立大学のモデル校とされています。
　受講できるエクステンション・プログラムも多彩で、総合的な英語力
アップには最適です。また、ロサンゼ
ルス郊外のアメリカ人家庭でホームス
テイしながら、生きた英語とアメリカの
生活・文化に触れることもできます。

交換留学長期留学（私費）短期語学研修

カリフォルニア大学
リバーサイド校（UCR）アメリカ

　ウェスタンミシガン大学は、“U.S. News & World Report's”誌の
年間ランキングにおいて、しばしば全米公立大学 Top 100 校に選ばれ
ています。カーネギーファウンデーションがウェスタンミシガン大学を、
優れた“研究機関”（大学院レベル）として指定した全米 102 校の 1 校
に選ばれ、全米で最も優れた大学の 1 つであるとともに、学生や教授
陣の質は、さらに年々高くなっています。広大なキャンパスには、山や
谷、池などがあり、その広さは新宿御苑の約 7 倍（約 28,000 エーカー）
もあります。また、ウォルドー図書館はその建設費に約 36 億円が費や
され、250 万冊の蔵書があり、1900 席のパソコンを完備しています。

ウェスタンミシガン
大学（WMU）

交換留学長期留学（私費）短期語学研修

　カモーソン・カレッジはカナダ・ブリティッシュコロンビア州のビクト
リアにある州立大学です。2 つのキャンパスで 18,000 人の学生が学ん
でいます。
　ビクトリアは海と森に囲まれた花の街として有名で、英国の伝統が色
濃く残る歴史的な建造物も多く、落ち着いた雰囲気の中で英会話のレッ
スンやホームステイでの生活を体験することができます。少人数での
group conversation などもあり充実した研修内容となっています。

交換留学長期留学（私費）短期語学研修

カモーソン・カレッジ
（CC）カナダ

　セント・メアリーズ大学は、カナダ東岸部の美しい港町ハリファック
スにある名門大学です。ショッピングセンターや自然森林公園にも近く、
都会と自然が融合した環境の中で、体験的に英会話の実力を伸ばすこ
とができます。
　週末はホストファミリーと過ごしたり、市内へ出かけたりして、生きた
英語とカナダの生活・文化を楽しんで下さい。

交換留学長期留学（私費）短期語学研修

セント・メアリーズ
大学（SMU）カナダ

主な研修・留学先

■  北アメリカ  NORTH AMERICA

アメリカ

リバーサイドの街▶
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　マネジメント＆サイエンス大学は首都クアラルンプールの近郊、シャー
アラム市にある私立大学です。近年飛躍的に発展している大学で、マレー
シア高等教育省による評価システムにおいて、最も
高い“Excellent Status University” の認定を受
けています。
　マレーシアは優れた英語環境が備わっている英連
邦の国です。欧米に比べ日本からの距離が近いうえ、
費用も安いというメリットがあります。

交換留学長期留学（私費）短期語学研修

マネジメント &
サイエンス大学（MSU）マレーシア

　キリスト教精神の実践を建学理念とし1992 年に設立された私立大学
で、国際的な競争力をもつグローバルキャンパスを目指しています。経営、
土木工学、社会福祉、観光、デジタルコンテンツ、デザイン、スポーツな
ど 18 の学部に 11,000 名の学生が学んでいます。本学とは 1999 年に
学術交流協定を締結して以降、交換留学やデュアルディグリー、サマーセ
ミナーや地域文化研修等多彩なプログラムで活発に交流しています。大学
の語学センターである東西語学堂は、国内の様々な職業や年齢の人のみ
ならず留学生（日本、中国、ドイツ）、韓国語短期研修の日本人大学生を
対象として外国語教育や韓国語研修の教育サービスを提供しています。

東西大学（DSU）

交換留学長期留学（私費）短期語学研修

韓　国

　論山市（創意融合キャンパス）と大田市（メディカルキャンパス）、合
わせて43 学部・学科、5 大学院、約 8000 人の学生を有する韓国有
数の医療系私立大学です。1991 年に設立されてから医学薬学看護教
育において大きな注目を集めており、2004 年 2007 年国が実施する
医療機関評価で南北道圏一位に選ばれるなど附属病院も高い評価を得
ています。

建陽大学（KYU）

交換留学長期留学（私費）短期語学研修

韓　国

　1950 年に創立された「淡江英語専科学校」が母体で私学の最高学
府として台湾最古の歴史と、国内屈指の規模と設備を持っています。「国
際化」、「情報化」、「未来化」の三大教育理念を掲げ、淡水、台北、蘭陽、
サイバーキャンパスと 4 つのキャンパスを有する国際的な総合大学とし
て発展を遂げています。現在 28,000 人余りの学生が文学部、理学部、
工学部、商管学部、国際研究学部等、8 学部で学んでいます。外国語
教育に力を入れており、900 名を超える外国人留学生が在籍していま
す。また、人気ドラマのロケ地になるほどキャンパスの美しさも有名です。

交換留学長期留学（私費）短期語学研修

淡江大学（TKU）
台　湾

■  アジア  ASIA

首都クアラルンプール▶
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　ブダペスト商科大学は、前身が 1857 年に創立され、2000 年 1 月
に 3 つの単科大学が統合して誕生した大学で、世界で 2 番目に歴史の
ある商科大学として知られています。ハンガリー国内でもトップクラス
の高等教育機関と位置づけられており、約 18,000 名の学生がビジネ
ス分野と社会科学分野の専門家を目指して学んでいます。また、日本語
をはじめとする外国語教育にも非常に熱心です。本学とブダペスト商科
大学は、2007 年 1 月に学術交流協定を締結して以来、交換留学や交
流プログラムの実施など、ハンガリーの姉妹大学の中でも特に活発に
国際交流を行っています。

ブダペスト商科大学
（BBS）ハンガリー

交換留学長期留学（私費）短期語学研修

　プラハ経済大学は 1919 年に設立された、チェコ共和国首都のプラ
ハに位置する経済学、商学、情報技術の分野における代表的な大学で
す。中欧最高のビジネス・スクールとも言われており、社会科学系の学
部を中心におよそ 20,000 人の学生が学んでいます。チェコの政治・経
済界を牽引する存在で、これまで多くの人材を輩出しています。本学と
は 2012 年 3 月に学術交流協定を締結し、交換留学を中心に交流して
います。

プラハ経済大学（VSE）
チェコ

交換留学長期留学（私費）短期語学研修

　ウッチ大学はポーランドを代表する国立大学の一つで、1945 年に
設立され学生数は 42,000 人です。国際交流も活発に展開しており、
国際学・政治学部内の東洋研究所に日本語の授業もあります。本学と
は 2012 年６月に学術交流協定を締結、交換留学を中心に交流してい
ます。現在、70 カ国からの留学生たちが経済学科、情報科学科、経営
学科などに在籍し、質の高い教育を英語で受講しています。大学は国内
2 番目の大きな都市であり最大の工業都市であるウッチに位置していま
す。市内には多数の高等教育機関があり、勉学には最適な環境です。

ウッチ大学（UL）
ポーランド

交換留学長期留学（私費）短期語学研修

　トゥンク・アブドゥル・ラーマン大学はマレーシアの首都・クアラルン
プールから北へ約 2 時間半にあるペラ州に大学があります。創立は新し
く 2002 年ですが、日本を始めとして 25 カ国からの留学生が集う国際
色豊かな大学です。
　なお、マレーシアは多民族国家（マレー系、
中国系、インド系）であるため、それぞれ
の民族の文化も垣間見ることができます。

トゥンク・アブドゥル・
ラーマン大学（UTAR）

交換留学長期留学（私費）短期語学研修

マレーシア

キャメロンハイランドを訪ねることもできます▶

■  ヨーロッパ  EUROPE

主な研修・留学先
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　国際教育センターは、交換留学、長期語学留学、サマーセミナー、スプリングセミナーなどの国際教育プロ
グラムを実施しています。また、留学情報の提供や留学相談等、海外留学促進のための様々な活動やサポート
を行っています。
　少しでも留学に興味のある方は、お気軽に清光会館 4F の国際教育センターにお越し下さい。

国際教育センターについて

OPEN：毎週水曜日 12:40 ～13:30

清光会館 4 階 学習室（国際教育センター隣）

　だれでも気軽に英会話が楽しめるカフェを OPEN してい

ます。英語に自信が無い方も是非お越しください。外国人

教員の無料レッスンも受けられます。あなたも、コーヒーを

飲みながら、気軽に英語に触れてみませんか？

English Café

Study Abroad

　海外留学を希望する学生を対象とした外国人教員による語

学力アップのための講座です。留学に必要となる学習・生活

に必要な英語力を身につけることを目的として、TOEFL 対策、

読み書き、会話の技能を少人数クラスで基礎から学びます。

2016 年度 講座時間割

火曜日：5 限（16:50～18:20） Conversation Class

木曜日：4 限（15:10～16:40） TOEFL Training Class

木曜日：5 限（16:50～18:20） Reading ／ Writing Class

※ JEAP 留学希望者以外でも受講できます。申込みは国際教育センターまで。

JEAP 準備語学講座

Study Abroad



（2016年4月発行）

［坂戸キャンパス 清光会館 4階］

〒350-0295 埼玉県坂戸市けやき台1-1　TEL.049-271-7887　jeap@josai.ac.jp

http://www.josai.ac.jp/international/
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