
東海大学2023年度
夏期中・長期留学先一覧

○長期・中期留学をご希望の方は、
内定後（留学先によっては内定前）
すぐにパスポートコピーを
提出して頂く必要があります。
そのため３月末頃にはパスポート
が手元にあるようご準備ください。
（有効期限にもご注意ください

２０２４年夏まで有効が理想）

○中期・長期留学は短期留学と違い、
ご自身が大学と直接やり取りが
必要である場面が多く存在します。
そのため留学においては当事者
意識を持ち、現地大学から皆様に
メールが届いた際は決して無視
せず内容を精査し、指示された
手続きやメール返信をご自身で
行って頂く意識をお持ち下さい。



●留学費用概算

●渡航日程

授業費・滞在費(寮食事なし)無料
航空券代：約12万円

ビザ・教材費・活動費： 約8万円
食事・生活費：約20万円

2023年9月～翌2月末日

写真を入れて
ください

春学期9月～12月：専門授業&韓国語
語学堂12月～2月：韓国語●授業日程

●授業時間 選択授業により異なる 語学堂は４時間×週５

https://english.kookmin.ac.kr/ (正規授業)
https://english.kookmin.ac.kr/study/koreanLa

nguageProgram (語学堂)
●公式ホームページ

国民大学で開講されている専門科目（韓国語・英語）や韓国語の授業、
そして語学学校が実施する留学生用の韓国語の授業を受講できます。

https://english.kookmin.ac.kr/
https://english.kookmin.ac.kr/study/koreanLanguageProgram


●留学費用概算
（中期/長期）

●渡航日程

航空券代：約10万円/約10万
滞在費(寮)： 約7万円/約14万

ビザ・教材費等： 約8万円/約10万
食事・生活費：約20万円/約35万

2023年9月中旬～翌1月下旬/6月下旬

写真を入れて
ください

●滞在形態

●授業時間
選択授業により異なる

最大25クレジット 中国語は最大15クレジット

http://oir.thu.edu.tw/page5/super_pages.php
?ID=page503●公式ホームページ

東海大学と同じ名前を持つ、台湾にあるキリスト教系の大学です。留学
生用に開講される中国語の授業と、一般の学生向けに開講される専門科
目（中国語・英語）が受講可能です。

寮 4名1室 食事なし

http://oir.thu.edu.tw/page5/super_pages.php?ID=page503


●留学費用概算

●渡航日程

約４５万円

7月31日～8月28日

写真を入れて
ください

寮(2人1部屋・寝室別)
※変更の可能性有

●滞在形態

会話中心 ドイツ語能力でクラス分け
インターナショナルクラス●授業形態

●授業時間 平日45分 x 4コマ(計３時間)
週１５時間 x 8週間

https://sprachenzentrum.univie.ac.at/en/germ
an-courses/german-courses-for-vwu●公式ホームページ

航空券代：約25万円
寮費：約38万円

教材/交通/活動費等： 約5万円
食費・生活費：約12万円

2023年10月上旬～翌2月初頭

ドイツ語を集中的に学びます。美しい街ウィーンで学べるのが最大の魅力。
ウィーン大学には日本学科もあるのでぜひ積極的に交流を。入寮や転入届
等、自分で手続きを行うことが多いので自主性が必要です。

https://sprachenzentrum.univie.ac.at/en/german-courses/german-courses-for-vwu


●留学費用概算

●渡航日程

航空券代：約28万円
滞在費(寮)：約60万円

ビザ・教材費・活動費：約20万円
食事・生活費：約20万円

2023年8月下旬～翌1月下旬

写真を入れて
ください

●滞在形態

●授業時間
選択授業により異なる

最大35クレジット（25-30クレジット推奨）

https://www.dtu.dk/english/education/incom
ing-students/Exchange●公式ホームページ

世界トップランクの工科大学です。日本人が少なく、国外からの留学生が約7割
を占めます。授業は１コマ4時間続くものもあり、ディスカッションも多いので、
集中力と英語力が磨かれます。学生のイノベーション基地「Skylab」は必見！

寮(食事なし)
大学の提携ページより自身で予約

https://www.dtu.dk/english/education/incoming-students/Exchange
https://www.skylab.dtu.dk/


●留学費用概算
（中期/長期）

●渡航日程

航空券代：約28万円/約30万円
滞在費(寮)：約55万円/約110万円

ビザ・教材費等：約20万円/約30万円
食事・生活費：約20万円/約35万円

2023年9月初頭～翌1月末／6月末

写真を入れて
ください

●滞在形態

●授業時間
選択授業により異なる

22.5～35 ECTS/セメスター 履修

https://studies.ku.dk/visiting/overseas/●公式ホームページ

コペンハーゲンにある大学で、専門科目を英語で学びます。日本文化や日本語
を学んでいる現地の学生も多くいます。基本的に、Faculty of Humanities
のコースを履修できます。要件を満たせば他の学部の授業も履修可能。

寮(食事なし)
大学の提携ページより自身で予約

https://studies.ku.dk/visiting/overseas/


●留学費用概算
（中期/長期）

●渡航日程

航空券代：約28万円/約30万円
滞在費(寮)：約55万円/約110万円

ビザ・教材費等：約20万円/約30万円
食事・生活費：約20万円/約35万円

2023年8月下旬～翌1月末／6月末

写真を入れて
ください

●滞在形態

●授業時間
選択授業により異なる

30 ECTS/セメスター 履修

https://www.cbs.dk/en/international-
opportunities/international-

students/guestexchange-student
●公式ホームページ

デンマークでもトップクラスの大学。国際ビジネス関連の講座のほかIT、会
計、地域研究、政治社会学等、多岐にわたる講座が受講可能です。大学全体
の1/4が留学生。

寮(食事なし)
大学の提携ページよりご自分で予約

https://www.cbs.dk/en/international-opportunities/international-students/guestexchange-student


●留学費用概算

●渡航日程

航空券代：約25万円
寮費：約25万円

教材/交通/活動費等：約10万円
食事・生活費：約22万円

2023年9月末～翌1月末

写真を入れて
ください

寮(個室) 食事なし●滞在形態

会話中心 フランス語能力でクラス分け
インターナショナルクラス●授業形態

●授業時間 平日8:30～13:30(休憩含む)
週17～22時間 x 16週間

https://cief.u-bourgogne.fr/●公式ホームページ

パリから約2時間。質の高い授業と綺麗な個室寮で人気。授業は全てフラ
ンス語。自分の語学レベルに合った授業を受けられる。様々な国の留学
生と仲良くなれる。

https://cief.u-bourgogne.fr/


●留学費用概算

●渡航日程

航空券代：約10万円
寮費：約40万円

教材/交通/活動費等：約 5万円
食事・生活費：約10万円

2023年9月末～1月末

写真を入れて
ください

寮(個室) 食事なし●滞在形態

会話中心 ロシア語能力でクラス分け
インターナショナルクラス●授業形態

●授業時間 約45分×4コマ/1日
https://www.dvfu.ru/en/admission/pre-
university-courses/russian-language-and-

culture-course/
●公式ホームページ

ロシア語・ロシア文化センターで「ロシア語」プログラムに参加し、
ロシア語、地域理解・文化（area studies, culture）などを学びます。

https://www.dvfu.ru/en/admission/pre-university-courses/russian-language-and-culture-course/


1905年に創立した歴史ある名門校であり、中国でもトップを争うほどの
留学先人気校です。語学留学コースでは優秀な教師陣が多く揃っており、
対外中国語教育には定評があります。10段階と細かくクラス分けされて
いるので、自分に合ったレベルの授業を受けることができます。

●留学費用概算

●渡航日程(予定)

航空券代：約15万円
滞在費：約55万円

ビザ/教材/活動費：約25万円
生活費：約20万円

2023年8月下旬～翌6月末

復旦大学(長期)
中国・上海（中国語）

写真を入れて
ください

●滞在形態

●授業時間
中国語のみのコースに参加予定

専門科目は英語＆中国語の外国語能力証明が必要
最大15クレジット/sem 10クレジット前後推奨

https://fao.fudan.edu.cn/15877/list.htm●公式ホームページ

学内寮(食事なし) 大学より紹介され自分で予約
1人部屋・2人部屋など希望により費用は異なる

（中国籍の学生は学内寮利用できず 民間の寮を個人で予約）

https://fao.fudan.edu.cn/15877/list.htm


●留学費用概算

●渡航日程(予定)

航空券代：約32万円
滞在費：約120万円

ビザ/保険/教材：約35万円
生活費：約40万円

2023年8月中旬～翌3月末

シラキュース大学(長期)

アメリカ：シラキュース（英語）

写真を入れて
ください

寮(食事なし)●滞在形態

会話中心 英語能力でクラス分け
インターナショナルクラス●授業形態

●授業時間
平日8:30～11:45 ＆

13:00～14:30 (金曜は午前のみ)

https://eli.syr.edu//●公式ホームページ Syracuse ELI

大学生の町シラキュースにて、非常に高いレベルの付属英語学校を
キャンパス内に備えており、大学のすべての施設やイベントに参加可
能。公式寮は高価なので、多くのの留学生は民間寮を借りています。

https://eli.ubc.ca/


●渡航日程 2023年8月初頭～翌3月末

写真を入れて
ください

寮 平日のみ昼食券付き●滞在形態

●授業時間 選択授業による

●公式ホームページ
http://htic.pr.tokai.ac.jp/
（該当プログラムのページはありません）

学校法人東海大学の海外教育機関の一つとして設立され、米国西地区学校・大学
協会の認可を受けた短期大学です。本科Liberal Arts Program修了者にはアメ
リカの短期大学士号（Associate in Arts Degree）が授与されます。校舎はハ
ワイ大学ウエストオアフ校に隣接。

航空券代： 約15万円
滞在費＆平日昼食：約110万円
ビザ/保険/教材等： 約30万円

生活費： 約30万円
●留学費用概算

http://htic.pr.tokai.ac.jp/


●留学費用概算

●渡航日程(予定)

航空券代：約28万円
ホームステイ費：約150万円

ビザ/保険/教材/交通費：約25万円
生活費：約20万円

2023年8月27日～翌3月24日頃

ﾌﾞﾘﾃｨｯｼｭ･ｺﾛﾝﾋﾞｱ大学(UBC)長期

カナダ：バンクーバー（英語）

写真を入れて
ください

ホームステイ(3食付)●滞在形態

会話中心 英語能力でクラス分け
インターナショナルクラス●授業形態

●授業時間 平日9:00～12:30 ＆
13:30～15:45 (金曜は午前のみ)

https://eli.ubc.ca/●公式ホームページ UBC ELI

東海大学の留学先の中でも最も人気の高い留学先のひとつ。
学習環境・授業レベル高レベル。カナダのタウンライフと豊か
な自然を満喫できます。

https://eli.ubc.ca/


●留学費用概算

●渡航日程

航空券代：約30万円
滞在費(寮)：約120万円

ビザ・教材費等：約10万円
食事・生活費：約40万円

2023年8月下旬～翌6月中旬

写真を入れて
ください

●滞在形態

●授業時間 選択授業により異なる
30ECTS/セメスター履修

https://english.hi.is/university/prospective_e
xchange_students●公式ホームページ

アイスランドで最初に設立された大学です。基本言語はアイスランド語
ですが、英語による授業を履修することができます。別途アイスランド
語のためのコースがあります。

寮(食事なし)
大学の提携ページよりご自分で予約

https://english.hi.is/university/prospective_exchange_students


●留学費用概算

●渡航日程

航空券代：約30万円
寮費：約110万円

教材/交通/活動費等：約20万円
食事・生活費：約40万円

2023年9月末～翌6月末

写真を入れて
ください

寮(個室) 食事なし●滞在形態

●授業時間
60Essex Credit(週約8時間)×2セメス

ター
https://www.essex.ac.uk/study-

abroad/incoming-students●公式ホームページ

イギリス東部コルチェスター市（首都ロンドンより87km、列車で約1時
間）にあり、戦後最初の大学新設計画で設立された大学です。同大学の
正規学部に在籍し、専門科目を受講します。

https://www.essex.ac.uk/study-abroad/incoming-students


●留学費用概算

●渡航日程

航空券代：約30万円
滞在費(寮)：約80万円

ビザ・教材費等：約10万円
食事・生活費：約40万円

2023年8月下旬～翌6月中旬

写真を入れて
ください

●滞在形態

●授業時間 選択授業により異なる
30ECTS/セメスター

https://www.su.se/english/education/exchan
ge-students●公式ホームページ

スウェーデンの首都ストックホルムの中心地にあり、自然と都市文化が
調和した最良の環境です。大学図書館は120万冊の蔵書を誇り、学術交
流の拠点として世界各地の高等機関と学術協力活動を展開しています。

寮(食事なし)
大学の提携ページよりご自分で予約

https://www.su.se/english/education/exchange-students


●渡航日程 2023年10月初頭～翌6月下旬

写真を入れて
ください

ホームステイ(3食付き)
もしくは寮(食事選択)●滞在形態

●授業形態・時間
インターナショナルクラス・

スペイン語研修の他スペイン文化など
平日9:00～13:30 週20時間

http://cursosinternacionales.usal.es/en/spa
nish-language-and-culture-courses●公式ホームページ

航空券代： 約28万円
滞在費(食事付)：約120万円

教材/交通/活動費等：約10万円
生活費： 約15万円

●留学費用概算

ヨーロッパ最古の大学の一つに数えられる大学で、スペイン語以外に文化授業も
充実し現地文化に触れる最適なプログラム。寮またはホームステイを選択可能。

http://cursosinternacionales.usal.es/en/spanish-language-and-culture-courses


●留学費用概算

●渡航日程

航空券代：約28万円
滞在費(寮)：約75万円

ビザ・集中講座・教材：約15万円
食事・生活費：約40万円

2023年9月初頭～翌7月上旬

写真を入れて
ください

●滞在形態

●授業時間 最初の1か月はドイツ語集中講座
その後は専門科目 留学生用のドイツ語授業あり

集中講座：https://www.sprachenzentrum.hu-
berlin.de/en/language-centre
本科：https://www.international.hu-
berlin.de/en/studierende/aus-dem-ausland/wegweiser

●公式
ホームページ

首都ベルリンの中央を走るウンターデンリンデンに面した静かな地区に建てられていま
す。ドイツ語力によりますが基本的にアジア・アフリカ地域研究学科に在籍します。

寮(食事なし) 大学の寮申請
もしくは自分でアパートを探し予約

https://www.sprachenzentrum.hu-berlin.de/en/language-centre
https://www.international.hu-berlin.de/en/studierende/aus-dem-ausland/wegweiser


●留学費用概算

●渡航日程

航空券代：約30万円
滞在費(寮)：約70万円

ビザ・教材費等：約10万円
食事・生活費：約40万円

2023年8月中旬～翌6月下旬

写真を入れて
ください

●滞在形態

●授業時間 選択授業により異なる 30ECTS/セメスターを履修
（ほとんどのコースは10クレジットなので3つ選択）

https://www.uio.no/english/studies/admissio
n/exchange/bilateral/●公式ホームページ

ノルウェーの大学で最も歴史があり、国内で最大の規模を誇る総合大学
です。ノルウェー語の他、英語で行われる授業も多数開講されています。
ノルウェー語入門の授業を履修することも可能です。

寮(食事なし)
大学の提携ページよりご自分で予約

https://www.uio.no/english/studies/admission/exchange/bilateral/


●留学費用概算

●渡航日程

航空券代：約30万円
滞在費(寮)：約65万円

ビザ・教材費等：約10万円
食事・生活費：約40万円

2023年8月上旬～翌6月下旬

写真を入れて
ください

●滞在形態

●授業時間
選択授業により異なる。 30ECTS/セメスターを履修
（ノルウェー語は7.5～15クレジット/コース）
https://www.uib.no/en/exchange-

courses#norwegian-language-courses

www.uib.no/exchange●公式ホームページ

フィヨルドに近い風光明媚な街ベルゲンに建つ大学です。人口約30万人
のうち大学関係者が約2万人を占めています。交換留学が盛んで、年間約
2000人以上の留学生が在学するノルウェー有数の国際色豊かな大学です。

寮(食事なし)
大学の提携ページよりご自分で予約

https://www.uib.no/en/exchange-courses#norwegian-language-courses
http://www.uib.no/exchange


●留学費用概算

●渡航日程

航空券代：約30万円
滞在費(寮)：約60万円

ビザ・教材費等：約 8万円
食事・生活費：約30万円

2023年8月末～翌6月初頭

写真を入れて
ください

●滞在形態

●授業時間 選択授業により異なる
30ECTS/セメスターを履修

https://www.utu.fi/en/study-at-
utu/exchange-studies●公式ホームページ

フィンランドの古都トゥルク市内にキャンパスを持つ1920年に設立され
た国立総合大学です。中心街から徒歩で約10分、学生寮（学生村）から
も徒歩で通学可能です。

寮(食事なし)
大学の提携ページよりご自分で予約

https://www.utu.fi/en/study-at-utu/exchange-studies


●留学費用概算

●渡航日程

航空券代：約28万円
寮費：約75万円

教材/交通/活動費等：約15万円
食事・生活費：約35万円

2023年9月初頭～翌5月初頭

写真を入れて
ください

ご自身で手配（寮・アパートなど）
https://www.crous-aix-marseille.fr/●滞在形態

会話中心 フランス語能力でクラス分け
インターナショナルクラス
授業時間はおよそ18時間／週

●授業形態

https://www.univ-
amu.fr/en/public/sufle-service-
universitaire-de-francais-langue-

etrangere-1
●公式ホームページ

同大学付属のこの学院での研修は語学集中講座と教養科目を同時に受講でき、生きた
フランス文化の学習を通じてフランス理解に対しての広い視野を養うことができます。

https://www.crous-aix-marseille.fr/
https://www.univ-amu.fr/en/public/sufle-service-universitaire-de-francais-langue-etrangere-1


●留学費用概算

●渡航日程

航空券代：約20万円
寮費： 無料

教材/交通/活動費等：約10万円
食事・生活費：約20万円

2023年9月初頭～6月末

写真を入れて
ください

寮 食事なし●滞在形態

会話中心 ロシア語能力でクラス分け
インターナショナルクラス●授業形態

●授業時間 18時間／週

https://www.en.irlc.msu.ru/●公式ホームページ

「モスクワ大学国際教育センター」にて授業を受けます。
言語学習を通して、現代のロシアを知るプログラムになっています。

https://www.en.irlc.msu.ru/


●インターン
シップ費用概算

●渡航日程

航空券代：約22万円
ホームステイ費用：約15万円

インターンシップ費：約15万円
管理費・送迎費等：約10万円

2023年8月上旬～9月初頭

ホームステイ（平日2食・休日３食付）●滞在形態

日本語学校・環境保護活動・旅行会社など
第三希望まで選択 希望内容によりシドニーorブリスベン●研修場所

●研修時間 研修先により異なる およそ6-7時間/1日

https://drive.google.com/file/d/1EkeH1Rnz2SXn
MwmY1sUOCtPsAM2YdZ1B/view?usp=share_link●派遣先一覧

南半球のため季節が逆になり、冬の涼しいオーストラリアで研修を行い
ます。皆様のご希望に応じインターンシップ先を選定します。

オーストラリアインターンシップ(短期)

https://drive.google.com/file/d/1EkeH1Rnz2SXnMwmY1sUOCtPsAM2YdZ1B/view?usp=share_link


ブルガリアに留学をご希望の方は、派遣留学担
当までお問い合わせください。
outbound@tsc.u-tokai.ac.jp
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