
2021年10月14日（木）

国際交流センター

英語圏への長期留学
について

（減免留学）



★奨学金留学制度

★協定校派遣留学制度（交換留学）

★協定校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）

英語圏への長期留学制度



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

★奨学金は支給されません

★募集時期は10月25日（月）必着！（郵送による受付となります）

★選考試験は11月1日（月）にオンラインでの面接を実施

★留学期間は1年（12ヶ月）以内 （所属学科により半年留学も可能）

★単位振替あり



応募期間 ２０２１年１０月２５日（月）必着

◆申込み先（郵送）

〒175-8571 東京都板橋区高島平1-9-1

大東文化大学国際交流センター

英語圏協定校留学担当者 宛

【重要！】応募書類郵送後、国際交流センターメールアドレス
宛に以下の内容を送信してください。

件名：減免留学選考試験書類を郵送しました。

本文：学籍番号、氏名

メールアドレス：ryugaku@jm.daito.ac.jp

mailto:ryugaku@jm.daito.ac.jp


派遣先大学 人数 期 間
入学基準
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 2022.02～2023.01 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 2022.03～2023.02 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

2022.08～2023.05
*学部から開始の場合

2022.05～2023.04
*語学学校から開始の場合

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 2022.03～2023.02 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 2022.03～2023.02 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

2022.08～2023.05
*学部から開始の場合

2022.03～2023.02
*語学学校から開始の場合

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 2022.09～2023.06
IELTS for UKVI 4.5

各サブスコア4.5以上

※重要※ 派遣先国の新型コロナウイルス感染状況により、
留学開始時期が延期される場合があります。

派遣先大学



２０２２年度派遣先大学（減免留学）

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 $2,890 /ｸｫｰﾀｰ （通常 $3,490）

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 / ｸｫｰﾀｰ （通常 $3,276）

セーラム州立大学 ◎英語コース $3,657 / ｾﾒｽﾀｰ （通常 $3,850）

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 $6,000 / ｾﾒｽﾀｰ （通常 $7,500）

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 ※減免の金額は変更となる場合があります



ワットカムコミュニティカレッジ

・場所：ワシントン州 ベリンハム (1キャンパス）

・学生数：約11,000人 （留学生約300人）

・2年制大学（ビジネス、応用科学、観光学 etc..)

・4学期制 （1月、4月、6月、9月入学）

・英語コースあり （ESL）

・入学の英語力 ： 無 （英語コース）

・住居：ホームステイ、寮

※コロナウイルスの影響により現在ホームステイは受入中止中。



ワットカムコミュニティカレッジ



クラカマスコミュニティカレッジ

・場所：オレゴン州オレゴンシティ （3キャンパス）

・学生数：約35,000人 （留学生???）

・2年制大学（ビジネス、教育、情報科学etc..)

・4学期制 （1月、3月、6月、9月入学）

・英語コースあり （ESL）

・入学の英語力 ： 無 （英語コース）

・住居：ホームステイ

※2021年秋学期までは新規留学生の受入れを停止中。来年以降は段階的に受入再開予定



クラカマスコミュニティカレッジ



セントクラウド州立大学

・場所：ミネソタ州 セントクラウド (1キャンパス）

・学生数：14,000人 （留学生1,000人）

・総合大学（ビジネス、教育、サイエンス etc.）

・Semester1 (9月～12月) Semester 2 (1月～5月)

・英語コースあり

Intensive English Center (IEC)

例）Summer Course （5月から8月）の授業料 ＄5,033

・住居：寮



セントクラウド州立大学



ウエスタンワシントン大学

・場所：ワシントン州 ベリンハム (1キャンパス）

・学生数：約15,000人 （留学生約300人）

・4年制大学（ビジネス、人文科学、教育学 etc..)

・4学期制 （1月、4月、6月、9月入学）

・英語コースあり （IEP）

・入学の英語力 ： 無 （英語コース）

・住居：寮



ウエスタンワシントン大学



セーラム州立大学

・場所：マサチューセッツ州 セーラム （5キャンパス）

・学生数：約7,200人 （留学生300人）

・4年制大学（人文学、経営学、政治学、教育学 etc..)

・Semester1 (9月～12月) Semester 2 (1月～5月)

・英語コースあり（ESL） 1月、3月、5月、7月、8月開始

・入学の英語力 ： 無 （英語コース）

・住居：寮、アパート



セーラム州立大学



カリフォルニア州立大学
ベーカーズフィールド校

・場所：カリフォルニア州 ベーカーズフィールド

（1キャンパス）

・学生数：約11,000人 （留学生400人）

・4年制大学（人文学、ビジネス、社会科学etc..)

・Semester1 (8月～12月) Semester 2 (1月～5月)

・英語コースあり（ESL） 1月、3月、5月、7月、8月開始

・入学の英語力 ： 無 （英語コース）

・住居：寮、ホームステイ

※2021年秋学期までは新規留学生の受入れを停止中。来年以降は段階的に受入再開予定



カリフォルニア州立大学ベーカーズフィールド校



ウエストミンスター大学

・場所：イギリス・ロンドン (4キャンパス）

・学生数：19,000人 （留学生約5,000人）

・総合大学（ビジネス、言語学、国際関係学 etc..)

・Semester1 (9月～1月) Semester 2 (1月～5月)

・EFL + Study Abroad Programme

・住居：寮



ウエストミンスター大学



海外留学生レポート

現在、大学の制度を使って1年間の留学をしている学
生たちのレポートを掲載しています。

1ヶ月に1回定期的に更新していますので、これから留
学したいと考えている方は、要チェックです！

（新型コロナウイルスの影響により新規の海外留学生レポートは更新を中止していま
す。海外留学が再開次第、レポート更新も再開します）

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。



減免留学について詳しく知りたい方は、

国際交流センターまでお問合せください。

E-mail：ryugaku@jm.daito.ac.jp

※件名に「減免留学相談」とご記入ください

mailto:ryugaku@jm.daito.ac.jp


オンラインアメリカ
留学説明会

１０月１９日（火）

12:30～13:00（昼休み）

Whatcom Community Collegeの留学担
当者に大学紹介をして頂きます


