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海外留学には十分な準備期間が必要です。留学先の情報収集、留学資金の準備、選考準備など多くのステップがあり、準備から留学出発までに
通常は１年から１年半くらいかかります。留学を検討している方は、お早めに交流推進課までご相談ください。

奨学金

情報収集

学外の情報源学内の情報源

SHOKEI GAKUIN UNIVERSITY
INTERNATIONAL EXCHANGE CENTER

問合せ先

2023 SHOKEI GAKUIN UNIVERSITYc

尚絅学院大学海外留学奨学金
貸与型奨学金（無利子）として、一口５万円、４口まで貸与する制度です。
（年間予算上限あり）

交流ステーション
協定校、TOEFLやIELTSなどの語学試験などの資料を閲覧することができます。
留学生との交流を通じて直接情報収集をすることもできます。

学生ポータルサイト
留学や国際交流イベント等の募集情報を配信しますので、メール通知登録を
お忘れなく。

図書館
留学関連の本、雑誌、語学関連本が多数あります。

JASSO留学支援サイト
日本学生支援機構（JASSO）が運営する海外留学を考える方への情報サイト。
留学準備に必要な情報が満載です。

JASSO留学ガイドブック「私がつくる海外留学」
情報収集の方法、留学ワークシート、先輩の留学体験記など充実した冊子。
PDFでダウンロードできます。

留学ジャーナル
留学情報季刊誌。図書館で定期購読しています。
※図書館には他にも留学に関連する資料があります。

尚絅学院大学協定校留学生渡航援助金
長期留学の渡航費の一部を援助（給付）する制度です。
詳しくは交流推進課までお問い合わせください。

JASSO海外留学奨学金
日本学生支援機構（JASSO）が運営する国費奨学金です。
給付型、貸与型があります。

トビタテ！留学JAPAN
官民協働留学支援制度。留学志望学生自身が立案した留学計画によって
審査が行われます。

留学エージェントについて 有料で留学斡旋、手続き代行等を行う留学斡旋業者（留学エージェント）を利用する場合は、
複数の業者を比較検討し、トラブル（強引な勧誘、高額請求など）に十分注意しましょう。



尚絅学院大学の国際交流
尚絅学院大学の協定校・交流校一覧

国際交流スケジュール　

短期留学
プログラム

協定校交換留学
プログラム

UMAP留学
プログラム

履修プログラム

学内で国際交流

夏　期 募集期間 選考 決定 事前研修 現地プログラム
（約2週間）

事後研修 報告会

募集期間 選考 決定 事前研修 現地プログラム 事後研修 報告会

協定校選考決定

履修登録 前期授業 現地実習 後期授業

募集・学内選考・決定 協定校への申請 協定校派遣（半年又は1年）

UMAP大学派遣（半年又は1年）

協定校派遣（半年又は1年）

UMAP短期派遣（1～8週間）

春　期

前期出発

後期出発

長期（半年～1年）

短　期

東アジア文化演習
（旧：多文化社会演習）

留学生歓迎交流会

チューター決定 後期留学生受入

国際交流フェア国際交流フェア
日本語
スピーチコンテスト留学生送別会英語フェス 留学生交流遠足

本学には、「世界を知り東北を支える」人材の育成を目指して、学生のみなさんが直接異文化を体験し、
国際感覚や語学力、コミュニケーション能力を磨く様々な機会があります。

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

募集期間① 選考決定

募集・学内選考・決定

募集期間② 選考決定

募集期間① 選考決定募集期間 選考決定 UMAP短期派遣（1～8週間） 募集期間② 選考決定 募集期間③ 選考決定

協定校選考決定協定校への申請

留学生送別会

チューター決定 前期留学生受入

協定校留学対象国・地域
UMAP留学対象国・地域
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※本ガイドブックは、一部の国・地域について一般的に使われている呼称・旗を慣習に従い使用しています。
※2023年4月現在

《協定校》

培材大学（大田広域市）

《プログラム》
●協定校留学（長期）
●夏期短期留学
●東アジア文化演習

韓 国

《協定校》

《プログラム》
●協定校留学（長期）
●夏期短期留学

ジャドソン大学
（イリノイ州）

シカゴ心理専門職大学院
（イリノイ州）

オリンピックカレッジ
（ワシントン州）

アメリカ

尚絅学院大学の国際交流

短期留学プログラム

長期留学プログラム

学内で国際交流

体験者の声

留学サポート
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カナダ

《プログラム》
●春期短期留学

ロイヤルローズ大学（協力校）
（ブリティッシコロンビア州）

《協定校》

大連理工大学（遼寧省大連市）

浙江越秀外国語学院（浙江省紹興市）

嶺南師範学院（広東省湛江市）

《プログラム》
●協定校留学（長期）
●東アジア文化演習

中 国

ロシア
《協定校》

《プログラム》　●協定校留学（予定）

ロシア国立芸術学研究所
（モスクワ）

ハバロフスク地方芸術専修大学
（ハバロフスク）

ロシア国立ゲルツェン教育大学（サンクトペテルブルク）

カンボジア
《プログラム》
●カンボジア・スタディツアー

《協定校》

ダナン大学師範大学（ダナン市）

《プログラム》
●協定校留学（長期）
●春期短期留学

ベトナム

《協定校》

弘光科技大学（台中市）

《プログラム》
●協定校留学（長期）
●夏期短期留学
●東アジア文化演習

台 湾

《協定校》

サザンクロス大学（リズモア）

《プログラム》
●協定校留学（長期）
●春期短期留学

オーストラリア
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本学と留学生交換協定を結んでいる協定大学へ、半年または１年間留学する制度です。大学により語学コースを設けているところもあります。語学
学習と学部授業、課外活動などを組み合わせた学生生活を海外で送ることで、日本にいるだけでは得られない経験を積むことができます。

募集時期 選考内容４月（夏期）、１０月（春期） 書類、面接 選考内容 書類、面接募集時期 ６月（翌年４月留学）と１１月（翌年９月留学）協定校交換留学プログラム

アジア太平洋大学交流機構（UMAP：University Mobility in Asia and the Pacific）は、アジア太平洋地域における高等教育機関間の学生・教職
員の交流促進を目的として、１９９１年（平成３年）に発足しました。２０２３年現在、２４カ国２００以上の大学が加盟しています。
本学はUMAPと大学間交流協定を結んでおり、「協定校留学」に準じる形でUMAP加盟大学への留学が可能です。

選考内容 書類募集時期 １０月（翌年９月留学）UMAP留学プログラム

履修プログラム

短期留学プログラムSHORT PROGRAMS 長期留学プログラムSTUDY ABROAD

＊１  授業料免除協定校への留学の場合は、尚絅学院大学に通常通りの学費を納める必要があります。
＊２  留学先で修得した単位については、60単位を限度として単位振替が認められます。（教授会の承認が必要）
＊３  留学期間中の本学の授業料は免除されますが、協定校へ直接授業料を支払う必要があります。 

主な協定校と留学条件

主なプログラム

国・地域 大　学 語学コース 学部授業履修要件 授業料免除＊1 単位交換＊2 人　数

英 検準１級 
TOEFL  iBT 79以上 

アメリカ 

アメリカ 

韓 国

中 国

台 湾

ジャドソン大学 な　し

オリンピック
カレッジ 英　語 英検2級A以上または派遣先の

英語試験に合格すること

培材大学 韓国語 韓国語能力試験（TOPIK）
３級以上

大連理工大学 中国語 派遣先の中国語能力試験に
合格すること

弘光科技大学 中国語 派遣先の中国語能力試験に
合格すること

各期２名

各期２名

各期２名

各期２名

各期２名

オースト
ラリア サザンクロス大学 英　語 IELTS６.０

TOEFL  iBT ６０以上 各期２名

本学授業料免除＊3

本学授業料免除＊3

長期休暇期間中に、語学力を磨くとともに地域の文化体験学習ができるプログラムです。本学の協定大学が主催する短期プログラムに本学での
事前・事後学習を組み合わせたものです。海外が初めての方でも安心して参加できます。

培材大学（大田市）で行う約２週間のプログラム。語学研修や文化体験学習を通じて異文化理解と国際的視野
を広げます。培材大学の学生がイベント企画や寮生活をサポートするため、学生同士の相互理解が深まります。

培材大学短期留学プログラム

初日に受けるレベルテストによって初級・中級・上級クラス別授業を受けます。
パイロット学生は韓国語だけでなく、英語、日本語も堪能な学生が多く、多言語
のコミュニケーション環境が整っています。

培材大学の学生が企画した多彩な文化プログラムを体験できます。市街地見学、ソウルへの
フィールドトリップ、運動会、民族衣装試着、テコンドー体験など韓国文化を肌で感じること
ができる充実の内容です。

概
　
要

言語コミュニケーションスキル向上（韓国語授業） 異文化理解

韓 国

弘光科技大学（台中市）で行う約２週間のプログラム。世界各国の協定大学から参加者が集まり、語学研修や
文化体験学習を行います。多国籍の学生がチームを組んで行うプログラムが多く、異文化理解が深まります。

弘光科技大学短期留学プログラム

初日に受けるレベルテストによってレベル別中国語授業を受けます。世界各国か
らの参加者の共用語は英語。中国語ならびに英語のコミュニケーション環境に
どっぷりと浸ることができます。

多彩な文化体験プログラムが用意されています。景勝地・文化施設の見学、台北市へのフィー
ルドトリップ、パイナップルケーキやタピオカティーなどの地元料理体験、書道体験など台湾
文化を肌で感じることができる充実の内容です。

概
　
要

言語コミュニケーションスキル向上（中国語授業） 異文化理解

台 湾

ワシントン州立オリンピックカレッジで行う約２週間のプログラム。集中英語コース専門教員による英語授業と
フィールドワーク、ホームステイを通して英語力の向上と異文化理解、国際的視野を広げる体験ができます。

オリンピックカレッジ短期留学プログラム

オリンピックカレッジの英語専門教員によるレベル別英語授業を受講し、最終
日のスピーチで成果を披露します。ホームステイでは生きた英語コミュニケー
ションを実践を通じて体得します。

大学近郊の美術館・博物館等の見学、シアトル近郊の世界的企業（アマゾン、マイクロソフト、
ボーイングなど）の見学、シアトルへのフィールドトリップなどを通して、アメリカの現代文化
を体験します。

概
　
要

言語コミュニケーションスキル向上（英語授業） 異文化理解

アメリカ 

東アジア文化演習（旧：多文化社会演習）
前期は韓国、中国・台湾の諸事情を学習し、夏休みに韓国か中国・台湾のどちらかで海外
実習（現地学生との交流、現地調査、文化体験、オンライン実習になることも）を行います。 
後期は海外実習と調査学習の成果を学内外で発表し、報告書にまとめます。 
国際的視野を広げ、グローバルな時代に生きる力を育みます。

COURSE PROGRAMS
サザンクロス大学（ニューサウスウェールズ州リズモア）で行う2週間のプログラム。レベル別英語授業による語
学力の向上と、アクティビティやホームステイを通して異文化コミュニケーションスキルを身に付けます。

サザンクロス大学短期留学プログラム

サザンクロス大学の外国人向け英語専門教員によるレベル別英語授業を受講
するほか、ホームステイ先でも生きた英語を学べます。

異文化体験フィールドトリップとして、大学構内のコアラ病院やバイロンベイへの遠足な
ど、大学近郊の観光地や施設見学を通してオーストラリアの文化を体験します。

概
　
要

言語コミュニケーションスキル向上（英語授業） 異文化理解

オースト
ラリア

記念撮影

オンライン交流会の様子

宮城県の紹介



国際交流は、学内にもチャンスがたくさんあります。外国人留学生との交流、英語交流会、外国語スピーチ大会など、異文化交流ができるイベント
が数多く開催されています。チューター／サポーターとして、外国人留学生の生活や学習をサポートすることもできます。募集は、学生ポータル
サイトならびにキャンパス内掲示板に告知しますので、ぜひ応募してください。

バーチャル国際交流フェア

留学生チューター

年２回実施する国際交流を体感できるフェアです。
交換留学生が出身大学の紹介を行うほか、留学・海外研修経験者の体験
談を聞くこともできます。留学奨学金の相談にも応じます。
なんでも相談コーナーでは、どんなささいな質問でもOK！
入退場自由です。皆様のお越しをお待ちしております！

国際交流フェア 入退場自由
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留学生にとってチューター／サポーターは大学で出会う最初の「友だち」です。最初はお互いに戸
惑いもあるかもしれませんが、留学生とともに学び、相手の視点に立った助言や援助の仕方を考え
ながら取り組むことで、大きく成長することができるでしょう。

留学生チューター／サポーター

外国人留学生が円滑に大学生活を送ることができるよう、学内での学習
を中心に留学生活全般にわたる支援を行います。

外国人留学生や職員と一緒にイベントを企画します。留学生の歓送迎会
や七夕、遠足など自由な発想で企画ができます。

留学生チューター

留学生サポーター

通年募集

ON-CAMPUS PROGRAMS 学内で国際交流

新入生歓迎会 K-POPから学ぼう！韓国語勉強会

交換留学生との交流 交換留学生との交流

体験者の声STUDENT’S VOICE

今回アメリカへ１年間留学し、語学力の向上に加え、物事を多角的に見て、考える力を身につけ
ることができたと思います。多民族国家であるアメリカで、様々な人と出会い、文化に実際に
触れることで、世界をどう見るか、反対に、世界から見て日本はどういう国であるかということを
考えさせられました。今までの自分の当たり前が当たり前でないことに気づき、その気づきから
多くの学びを得ました。シアトル・ブレマートンは海に近く自然豊かで、人々も優しかったので、
過ごしやすい環境でした。今後は、この留学経験を活かし、これからも語学のさらなる向上に
努めつつ、広い視野を持って様々なことに挑戦していきたいと思います。

人文社会学類　Ｋ.Ｓ.さん
オリンピックカレッジ交換留学プログラム
アメリカ長期留学

人文社会学類　 S.Y.さん
培材大学交換留学プログラム
韓 国

私は１年間韓国の協定校である培材大学に留学しました。培材大学では、留学生を対象とした
授業と観光学科の授業を受講し、韓国の社会や文化、文学について学び、さらにTOPIK対策、
翻訳の練習などに取り組みました。初めての海外生活ということもあり、世界各国からきた
留学生と共に授業を受けることや、寮での生活は慣れるまで大変でしたが、様々な文化に
触れながらコミュニケーション能力の向上に繋げることができたと思います。今回の経験を
就職活動や卒業論文制作に活かし、留学を目指す学生たちの力になれるように、サポート
活動を行っていきたいです。

長期留学

人文社会学類　K.T.さん
オリンピックカレッジオンラインサマープログラム
アメリカ

初日は知っている単語を聞き取ることが精一杯で、授業内容が理解できないところもありまし
た。しかし、２日目、３日目と日を重ねるごとに先生の話すスピードに慣れはじめ、話している
内容が理解できるようになりました。このプログラムに参加して、英語の学びはもちろん、それ
以上に国境を越えてたくさんの人とコミュニケーションをとることの楽しさや、伝えたいことが
伝わった時の嬉しさを感じることができました。今回の経験をこれからの大学生活や人生に
活かしていきたいと思います。またこのような機会があったら積極的に参加したいです。

短期留学

短期留学

今回、弘光科技大学短期留学プログラムに参加して、さまざまな面で成長できたと思います。
台湾の学生の皆さんも、他国からの参加者の皆さんも、あまり英語が得意ではない私に明る
く優しく話しかけてくれました。おかげで次第に理解できるようになり、以前よりも英語のリ
スニング力が上がったように思います。この経験を生かし、帰国後に台湾からの交換留学生
チューターを務めることになりました。今後台湾文化はもちろんのこと、他国と日本の文化を
比較し、日本文化を改めて知り、自分が生まれた国の知識や理解を深めていきたいです。

表現文化学科　 H.N.さん
弘光科技大学短期留学プログラム
台 湾

SIPSとは、Staff & student Initiative for Promoting Study abroadの略で、
文部科学省官民協働留学創出プロジェクト「トビタテ！留学JAPAN」の一環として、
各大学の学生チームが作られた学生主体の留学促進・国際交流の取組みです。
2021年度から“尚絅学院大学SIPS”として活動を始め、様々な活動をしています。
国際交流に興味のある学生は一緒に活動しましょう！

〈国際交流フェア〉 ～留学生と友達になろう～ 仙台市の観光名所を案内。るーぷる仙台で各地を巡りました！

Follow us !
留学や国際交流の情報を発信中

インスタグラムで

是非フォローをお願いします！！

SIPS活動について
活動
紹介
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