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留学・国際交流・インターンシップ

▶

留学カウンセリングを
利用してみませんか？

留学への興味、留学計画の疑問等、短期・長期を問わず、
留学に関することならどんなことでも相談できます（在学生のみ利用可）。
予約・問い合わせは専用メールアドレス（goabroad-ofc@sophia.ac.jp）

またはグローバル教育センターまで。

留学生と日本人学生の国際交流プログラムを企画・実施する上智大学生によるボランティア団体です。
ランチタイムサロン・日本文化紹介・ワンデートリップなど、さまざまな交流イベントを行っています。留学に関するありとあらゆる悩みに、

専門の留学カウンセラーがお答えします。

国際交流団体 GL-Net　【随時参加受付中】/見学可

グローバル教育センターで受付します。

モデルケース 1　入学前から海外名門大学への留学を夢見ていたAさん

モデルケース 2　漠然とした夢だが、将来グローバルに活躍したいBくん

情報収集：
留学ガイダンス参加
グローバル教育センター
で相談
協定校資料閲覧（Loyola）

短期語学講座参加

合格者ガイダンス参加

帰国後…

帰国後… 卒業後…

留学手続（アプリケーション作成・
VISA・予防接種・寮・保険の手配等）

GL-Net活動：
学内で国際交流

短期語学講座申込み

情報収集、フェアへの参加

教皇立ハベリアナ大学短期研修
に出願

合格者ガイダンス参加

留学手続きスペイン語を学ぶ

今度は

海外名門大学で
勉強したい！

もっと世界を知りたい

国際貢献に関心がある

語学に力を入れたい

中南米社会や異文化理解への
関心高まる

語学力向上の必要性を痛感、

語学の勉強を
本格化

交換留学を
決心！

留学先へ！　

研修先へ！　

留学に向けて

TOEFL®テスト

受験開始！

GPAと希望大学の
語学要件クリア

留学決定

留学決定

留学で
学んだことを活かして

ステップアップ
したい！

中南米をはじめ
グローバルに展開する企業や

国際協力分野で
働きたい!

大学院でさらに研究したい!

「グローバルインターン
シップ（長期）」に参加

1年生（4月）

1年生 1年生 2年生（4月～5月） 2年生（夏期休暇） 3年生（秋学期） 4年生

1年生 2年生（10月）～出発前まで 3年生（8～9月） 4年生（5～6月）

ホームページの情報もあわせてご覧ください。

https://www.sophia.ac.jp/
　　@Sophia_GoGlobal

▶上智大学トップページ

ACADEMICS▶

上智大学のグローバル教育

グローバル教育センター
四谷キャンパス 2 号館 1F

［授 業 期 間］（月～金）10：00～11：30/12：30～15：30

［授業期間外］（月～金）12：30～15：30

2023 年 4 月1日発行

編集・発行　 上智大学
グローバル教育センター

交換留学申込み

交換留学面接 渡航前オリエンテーション
参加（危機管理ガイダンス等）

留学準備の授業を受講
「留学準備講座」（1Q,3Q,4Q開講予定）

交換留学生サポーター　【随時受付中】

交換留学生が、上智大学や日本での生活にスムーズに適応できるようサポートするボランティアプログラムです。

>Twitter:@GL-Net　Instagram:@glnet-sophia



長期間留学したい！ 休暇を利用して、海外で学びたい！

フィールドワークや国際貢献に興味がある！

海外の大学で専門分野の知識を深める！ 語学力を伸ばしたい！ 語学力を活かして
専門科目を学びたい！

交換留学
1 学期間～1年間 /単位換算可

上智大学は、世界62カ国・地域331校＊の大学

と交換留学協定を結んでおり、交換留学生と

して、1学期間または1年間海外の協定校に

留学することができます。留学中の学費は上智

大学に納めることで、留学先大学の授業料は

免除されます。

交換留学生として留学するためには学内選考

に合格する必要があります。
＊2023年3月1日現在

交換留学（SAIMSプログラム）
1 学期間 /単位換算可

上智大学はASEAN政府主導の国際的な留
学プログラム(AIMS）に参加しています。連携
大学であるインドネシア、タイ、フィリピン、マ
レーシア、4カ国7大学のいずれかで1学期
間、英語で学ぶことができます。

交換留学（LAP）
1 学期間～ 1年間 /単位換算可

文部科学省の「大学の世界展開力強化事業」
に2015年度より5年の期間で採択されてい
た留学プログラム。2020年度以降も上智の
中南米プログラムとして中南米諸国6カ国
13大学のいずれかで、スペイン語やポルトガ
ル語で学ぶことができます。留学前後に上智
で留学生と共に学ぶ科目の履修もできます。

● 3キャンパス枠交換留学

上智大学・西江大学（韓国）・香港城市大

学（中国）の3つの大学で、それぞれの国

に関する歴史、文学、経済、政治、国際関

係、文化等に関する科目を英語で学び、東

アジア地域に関する理解を深める、3キャ

ンパス東アジア地域研究国際共同プログ

ラムです。上智の学生は西江・香港城市に

それぞれ1学期、計1年留学します。

［出願資格］

・前年度までに32単位以上修得済であること

・GPA2.8 以上であること

・（教授言語が英語の場合）TOEFL iBTⓇの有

効期限内のスコアを提出すること

・希望大学の語学要件を満たすこと

・学科長の承諾があること

・心身共に健康であること

・経済的保証及び保証人の承諾があること

なお、大学コンソーシアム（連合）との交換留

学として、以下のプログラムもあります。

春募集

秋募集

願書受付

6月

10月

学内選考結果発表

7月

12月

留学開始

翌年 2～3月

翌年 8～9月

■出願方法、協定校一覧等の詳細は、Loyola>ダウンロード
センター>グローバル教育センターを参照してください。

交換留学（英語集中コース）
実施期間8月～ 12月中旬（一部2月）/単位取得可

交換留学協定校で行われている語学コース
へ1学期間留学するプログラムです。
アメリカ…カンザス大学/クレイトン大学/

ミシシッピ大学/セント・メアリーズ大学
オーストラリア…ディーキン大学

■出願および帰国後の単位付与の手続きには英語検定試験の
スコアが必要

■留学先大学の募集は年度により異なります。

留学開始
翌年 8月

願書受付
10月秋募集

学内選考結果発表
12月

一般留学 1クォーター～2年間/単位換算可

学位授与権のある大学に、学科長の許可を受
けて留学するものです。留学手続きは個人で
行います。学費は本学と留学先大学の双方に
納入する必要がありますが、「海外留学奨励
費」に申請できます。

夏期休暇中実施 【申込受付4～ 5月】 春期休暇中実施 【申込受付10～11月】

・グローバルリーダーシップ・プログラム ［台湾］
・AJCU-AP サービスラーニング・プログラム ［タイ］
・アフリカに学ぶ A 
・国際公務員をめざして（実務型国連集中研修）［アメリカ］
・ジュネーブ国際機関集中研修プログラム ［スイス］
・インドの社会経済・人間開発に学ぶ

：南インドのケララ州を実例に
・東南アジアに学ぶ A
・ミャンマー・スタディーツアー
・エストニア・スタディーツアー

・インド・サービスラーニング・プログラム
・アフリカに学ぶ B 
・国連の役割と機能（国連集中研修） ［アメリカ］
・東南アジアに学ぶ B
・多文化共生社会のリーダーシップ

海外短期語学講座

交換留学協定校などが主催する語学プログラ
ムです。休暇中に実施され、各自の語学力に応
じて受講できるため、とても参加しやすいプロ
グラムです。（単位取得可）

実践型プログラム

インターンシップ科目（短期・中期・長期）

出発前の事前講義で各テーマや地域の理解を深め、現地で実践的な学びを得ることができるプログ
ラムです。（単位取得可）

海外短期研修

海外の名門大学で、休暇中に開講される研修
プログラムに参加し、外国語で専門科目を学び
ます。プログラムごとに必要な語学能力が定
められています。（単位取得可）

休学留学 

本学を休学して留学するものです。本学の学
費は減額されます。休学した場合は4年間で
の卒業はできません。また留学中に取得した
単位の換算もできません。ただし、留学時期
や留学先大学/学校は自由に選択できます。

留学先・期間は個人が決定
単位換算不可

夏期休暇中（8～9月）実施プログラム
【申込受付4月下旬】(実施期間3～5週間）

・英語圏6コース ・ドイツ語圏1コース

・フランス語圏1コース ・韓国語圏2コース

・ポルトガル語圏1コース ・イタリア語圏1コース

・中国語圏1コース

夏期休暇中（8～9月）実施プログラム
【申込受付4月下旬】（実施期間2～6週間）

【英語】

・カリフォルニア大学デービス校（理工系） ［アメリカ］

・カリフォルニア大学ロサンゼルス校 ［アメリカ］

・ロンドン大学SOAS ［イギリス］

・オックスフォード大学 ［イギリス］

・ビクトリア大学 ［カナダ］

【ドイツ語】

・トリア大学（ドイツ語学科3・4年次対象）

【スペイン語】

・教皇立ハベリアナ大学 ［コロンビア］

春期休暇中（2～3月）実施プログラム
【申込受付10月中旬】（実施期間3～6週間）

【英語】

・ノースカロライナ大学シャーロット校（理工系） ［アメリカ］

・西オーストラリア大学（法学系） ［オーストラリア］

・パリ政治学院 ［フランス］

・アンジェ高等商業科学大学（ESSCA） ［ハンガリー］

【スペイン語】

・デウスト大学 ［スペイン］

春期休暇中（2～3月）実施プログラム
【申込受付10月中旬】（実施期間4～5週間）

・英語圏7コース ・フランス語圏1コース

・スペイン語圏1コース ・韓国語圏1コース

・中国語圏1コース

「グローバルインターンシップ（短期）」
夏期休暇中、春期休暇中に2～6週間のインターン
シップを行います（2単位）。以下の4分野から希望の
実習先を選択します。

【グローバル・ビジネス分野】
国内外でビジネスを展開する企業・組織

【グローバル・メディア分野】
新聞社や通信社等のメディア系企業・組織

【国際協力分野】
国際協力に従事する地域開発金融機関や独立行政法
人等

【グローバル・ポリティクス分野】
駐日大使館等

「グローバルインターンシップ（中期）」
２Q ～夏期休暇にインターンシップを行います（6単
位）。

「グローバルインターンシップ（長期）」
秋学期に3～5か月のインターンシップを行います

（6単位）。実習先は、独立行政法人からNGO、企業、
国際機関まで多岐にわたります。

上智大学では、2020年度よりオンライン留学プログラムを整備してきました。これ

まで海外短期語学講座や海外短期研修、実践型プログラム、インターンシップ科目、

交換留学にオンラインで参加し、渡航せずともグローバルな学びを得た学生が多く

います。

また、2018年度からCOIL (Collaborative Online International Learning) を

推進しており、海外の大学とのオンライン協働学習を行っています。COILは授業科

目同士が連携する新しい形の国際交流で、カリキュラムの都合や経済的な事情等で

渡航が難しい学生にもグローバルな体験をして欲しいという意図があります。是非

こうしたプログラムにも積極的に参加してください。

本学と協定を結んだ国内外の実習先で就業体験をし、事前事後の講義受講や課題提出を行うことで

単位が付与されます。原則2年生以上を対象としており、主体的に学ぶ姿勢が求められます。

【オンライン留学の取組】

2021年度オンラインで交換留学をした学生数： 20名

2022年度オンラインで短期留学や実践型プログラム、
インターンシップに参加した学生数： 95名

2022年度COIL型授業へ参加した学生数： のべ2,312名

「経済同友会連携インターンシップ」
日本を代表する有力企業を中心に夏期休暇中に2～
4週間のインターンシップを行います（2単位）。

「UDトラックスインターンシップ」
UDトラックス株式会社にて、文系・理系問わず様々
な部門でインターンシップが可能です。

体験談はこちらから
ご覧ください。 ▶

＜Sophia Global Educationand Discovery 
Co., Ltd（実習先の一例）＞

留学ガイダンス
日程

留学
フェア
第2クォーター頃実施予定
詳細は Loyola,Twitter 等でご案内します。

詳細は Loyola,Twitter等で
ご案内します。

Study Abroad Guidance in English : Late September *Tentative

① 4.12（水） ② 4.14（金） ③ 9月下旬


