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国際交流センター

英語圏への長期留学
について



英語圏への長期留学制度

★協定校留学制度（交換留学）

★奨学金留学制度

★派遣先授業料減免留学制度（減免留学）

★学科独自の交換留学（英語学科）

★私費留学（在学、休学）



◎大東の協定校から留学したい大学を選び留学する制度です

①英語圏（８大学）

②中国語圏（１４大学）

③アジア・アフリカ圏（１３大学）例）韓国、タイなど

④フランス語圏（１大学）

⑤ドイツ語圏（１大学）

★留学のための奨学金を大東から支給（月額30,000円）

★留学先（協定校）の授業料は免除
(コース等によっては免除されない場合もあります。)

★留学期間は1年（12ヶ月）以内

★単位振替あり

協定校留学制度



派遣先大学 人数 期 間 学部英語レベル

グリフィス大学
（豪州・ブリスベン）

確認中 2022.02～2023.02
TOEFL iBT 71  

IELTS 6.0

ニューイングランド大学
（豪州・アーミデール）

2
2022.02～2023.01
語学学校から開始の場合
は2022.03～2023.01

TOEFL-iBT 79

IELTS 6.0

ウエスタン・ミシガン大学
（米国・MI・カラマズー）

1
2022.08～2023.05
語学学校から開始の場合
は2022.05～2023.04

TOEFL-iBT 61

Duolingo 90

セント・クラウド州立大学
（米国・MN・セント・クラウド）

1
2022.08～2023.05
語学学校から開始の場合
は2022.05～2023.04

TOEFL ITP 500

TOEFL-iBT 61

セントラル・ランカシャー大学
（英国・プレストン）

2 2022.09～2023.06 IELTS 6.0

タンペレ大学
（フィンランド・タンペレ）

2 2022.08～2023.06 *TOEFL iBT 72

クアラルンプール大学
（マレーシア・クアラルンプール）

1 2022.09～2023.06 *TOEFL ITP 500

２０２２年度派遣先大学（英語圏）

※派遣人数は予定ですので変更の可能性があります。



【英語圏】

◆選考日：２０２１年９月１０日（金）（予定）

◆場所：東松山校舎 ４－０２０２教室 （予定）

◆応募期間：

７月下旬から９月上旬 （予定）

※TOEFL、またはIELTSのスコアを有することが応募資格になっています。

※学内試験TOEFL-ITPは８月１０日（火）受験のスコアまでが有効です。

２０２２年度派遣選考試験日程

◆８／１０（火）TOEFL-ITP 試験
申込期間：７／１（木）～７／７（水）１５時３０分まで

スコア受取：８／２６（木）～



奨学金（給付型）

奨学金留学制度

書道学科 上限1,855,000円

ｽﾎﾟｰﾂ科学科 上限1,835,000円

健康科学科 上限1,995,000円

看護学科 上限 2,000,000円
経済学部、経営学部、法学部、社会学部

上限1,713,000円

その他の学科 上限1,733,000円
※奨学金の金額は、留学期間や留学先の

地域によって異なります

協定校留学制度

上限360,000円

（月額30,000円×12ヶ月）



◆北米地域 107,000円

◆ヨーロッパ地域 107,000円

◆オセアニア地域 80,000円

◆アフリカ地域 70,000円

◆中近東地域 55,000円

◆韓国・台湾 75,000円

◆その他アジア地域 55,000円

奨学金留学の地域別奨学経費（月額）



協定校派遣先授業料減免留学制度

◎留学先（協定校）の授業料が減免されるプログラムへ留学

する制度です。

★アメリカ６大学、イギリス１大学

★留学先（協定校）の授業料が減免

★派遣人数の上限なし

★留学金は支給されません

★募集時期は10月中旬。選考試験は11月上旬。

★留学期間は1年（12ヶ月）以内

★単位振替あり



２０２１年度派遣先大学（減免留学）

派遣先大学 人数 期 間 英語レベル

ワットカムコミュニティカレッジ
（米国・WA・ベリンハム）

上限なし 2021.02～2022.01 英語コース：無し

クラカマスコミュニティカレッジ
（米国・OR・オレゴンシティ）

上限なし 2021.03～2022.02 英語コース：無し

セント・クラウド州立大学
（米国・MN・セント・クラウド）

上限なし
2021.08～2022.05
語学学校から開始の場合
は2021.05～2022.04

英語コース：無し
学部コース
TOEFL 500/61

ウエスタンワシントン大学
（米国・WA・ベリンハム）

上限なし 2021.03～2022.02 英語コース：無し

セーラム州立大学
（米国・MA・セーラム）

上限なし 2021.03～2022.02 英語コース：無し

カリフォルニア州立大学ベー
カーズフィールド校
（米国・CA・ベーカーズフィールド）

上限なし
2021.08～2022.05
語学学校から開始の場合
は2021.03～2022.02

英語コース：無し
学部コース
TOEFL 500/61

ウエストミンスター大学
（英国・ロンドン）

上限なし 2021.09～2022.06 IELTS UKVI 4.5

※2022年度派遣の詳細については10月頃国際交流センターHPで公開予定。



ワットカムコミュニティカレッジ
◎英語コース $2,260 / ｸｫｰﾀｰ （通常 $2,860）
◎Collegeコース $2,765 /ｸｫｰﾀｰ （通常 $3,365）

クラカマスコミュニティカレッジ ◎英語コース $2,853/ ｸｫｰﾀｰ （通常 $3,566）

セント・クラウド州立大学 ◎学部コース $4,766 / ｾﾒｽﾀｰ （通常 $8,474）

ウエスタンワシントン大学 ◎英語コース $2,948 / ｾﾒｽﾀｰ （通常 $3,276）

セーラム州立大学 ◎英語コース $3,700 / ｾﾒｽﾀｰ （通常 $3,950）

カリフォルニア州立大学ベー
カーズフィールド校

◎学部コース $5,500 / ｾﾒｽﾀｰ （通常 $8,000）

ウエストミンスター大学 ◎授業料から￡500の減免

減免授業料

２０２１年度派遣先大学（減免留学）



英語圏留学に必要なもの･･･

TOEFL (主に北米地域への留学）

IELTS (主にイギリス、オセアニアへの留学）

英語圏に長期留学したい人の必須試験



１．TOEFL-iBT---公式試験
Listening Reading Writing Speakingの4技能を測定

外部会場で受験・インターネット式

245ドル（＝約27,000円）

※土日を中心に月に3～4回実施している

２．TOEFL-ITP---模擬試験
Listening Reading の2技能を測定

大東で受験可・マークシート式・なんと3,750円！

！注意！ただし使えるのは大東の協定校のみ

TOEFL



●アカデミックとジェネラルがある。

●留学はアカデミック。

●Listening Reading Writing Speakingの4技能
を測定

●外部会場で受験

●コンピューターで受験、ペーパーで受験の2

タイプ

●受験料 25,380円

●受験には、パスポートが必要

IELTS



１．まず英語学校or英語コースに通う

２．TOEFLが上がれば（もしくは英語学校を卒業できれば）

大学に入ることができる

３．上がらなければ･･･引き続き英語学校

※英語学校の授業料は協定校留学制度でも免除になりません。

TOEFLのスコアが大学の基準に達しない。
でも大東の制度に合格！
その場合はどうするの？？



年間資金ってどれくらい必要？

大東の授業料

¥943,400～

留学先の授業料

¥1,000,000～

寮費と生活費

¥1,000,000～

飛行機代

¥150,000

～

保険料

¥100,000

～

諸費用

¥50,000

～

合計3,200,000円は最低限用意しよう！

大東の制度で留学すると・・・ 上段：奨学金留学 下段：協定校派遣留学

奨学金
¥1,713,000

自己資金 約¥1,500,000~

（大東の授業料¥943,400を含む）

留学先免除
奨学金

¥360,000

自己資金 約¥1,700,000~

（大東の授業料¥949,400を含む）

※ここに出ているのは一例です。実際に留学する国・地域・個人により料金は異なります。



海外留学生レポート

大学の制度を使って１年間の留学を経験した学生たちのレ
ポートを掲載しています。

大東HP ⇒ 国際交流 ⇒ 日本人留学生および希望者
への支援 ⇒ 海外留学生レポート

または、「大東文化大学 海外留学生レポート」で検索。





国際交流センターでは個別に
留学相談にも応じています。

お問合せは国際交流センターまで

E-mail：ryugaku@jm.daito.ac.jp
※件名に「留学相談」とご記入ください


