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はじめに・・・
 新型コロナウイルスの影響について

・本学の基準では、外務省発出の「感染症危険情報」が「レベル1」以上の場合、

以下に示す条件を全て満たした場合に渡航可能となります。

※感染症にかかわる「感染症危険情報」と治安にかかわる「危険情報」は異なるので注意

・「感染症危険情報」が「レベル2」以上の場合は、上記（４）の新型コロナワクチン

接種について、例外なく完了していることが条件となります。

・ 「感染症危険情報」が「レベル4」以上または「危険情報」が「レベル2」以上

の場合は渡航不可となります。

(1) 派遣先の国・地域の「危険情報」の「危険レベル」がレベル１以下であること 

(2) 派遣先国・地域における入国制限の措置が解除されていること 

(3) 派遣先大学が留学生の受入を許可しており、対面授業が実施されていること 

(4) 原則として、新型コロナワクチン接種が完了していること。また、派遣先国・地域や派

遣先大学がワクチン接種に関するルールを求めている場合はそのルールに従うこと 

(5) 本学が実施する渡航前オリエンテーション（異文化適応・危機管理）に参加した上で、

学生及び家族等が渡航先の国・地域における感染症のリスクを理解し、学生及び家族等

の判断と責任で渡航すること 

(6) 本学が指定する海外危機管理サービスに加入すること 

2023年3月9日現在、日本帰国時に新型コロナワクチン3回接
種済の証明書または渡航先国からの出国72時間以内のPCR検
査陰性証明書の提示が必要です。



外務省 海外安全ホームページ
◆感染症危険情報 ※3月9日現在、全ての国・地域がレベル1以上です

◆危険情報

URL:https://www.anzen.mofa.go.jp/



海外語学研修（英語）とは？
英語スキルの向上を目的としたジェネラ
ル・イングリッシュのクラス

一部のコースでは、特別講義のある大学
や、ビジネス英語のクラスがあるコース、
授業聴講可能な大学もあり。

長期留学やサマースクールに参加したい
が、その前に英語スキルを伸ばしたい方
などに最適！



海外語学研修（英語）とは？
グローバル教育ポートフォリオ枠の

全学共通教育科目授業として開講。

単位付与あり（4～7単位）
※単位数はコースにより異なる。

キャップ（CAP）制対象外

※通常、1年間の履修登録単位数の上限

は44単位、各学期の上限は14単位
履修登録は派遣予定者・派遣先校決定後に教務課で一括登録



対象
・学部在籍の１年生～４年生

派遣先
・アメリカ・イギリス・オーストラリア

派遣先教育機関
・大学付属の語学学校

派遣期間
・夏季：7月中旬～9月中旬
・春季：1月下旬～3月下旬 いずれも約4週間

（一部3週間または5週間コースあり）

海外語学研修（英語）



海外語学研修（英語）
人数
・夏季 ７コース
・春季 ８コース
各コース１０～１８名／夏・春合計最大２００名程度
※3月時点の開講予定数です。

費用
・派遣先により異なるが、個人負担額は

おおむね80万円～100万円（奨学金支援額含む）

・応募者多数のコースは英語の成績による選考を行います。
・最少催行人数（10名）に満たないコースは第2希望以下のコースへ振り分けます。
・応募締め切り後の辞退は原則不可です。



海外語学研修（英語）
募集スケジュール・実施内容
・募集期間 4月14日（金）～5月12日（金）
・夏季 米国・英国・豪州にて７コース開講予定 manaba画面

詳細は4月3日（月）、「manaba」
「2023 海外語学研修（英語）応募」
コース内「コースコンテンツ」に掲載します。

掲載のタイミングはCELS掲示板で全員に
お知らせします。



海外語学研修（英語）
スケジュール（夏季）

４～5月 6～7月 8～９月

4/14募集開始
※詳細はmanaba
※GoogleClassroom
でｵﾝﾗｲﾝ募集説明会
を実施。希望者は必
ず視聴してください。
5/12募集締切
5/19派遣先校発表
5/24第1回オリエン

5月下旬～7月中旬
スーパー英語による
e-learning
事前学習
7/12最終オリエン
・TOEFLミニテスト
（事前学習開始
前・修了後の2回）
・出発前アンケート

9月中旬
・TOEFLミニテスト
（帰国後1回目）
※帰国後2回目は、
11月1日実施の
英語ﾌﾟﾚｲｽﾒﾝﾄﾃｽﾄ
・帰国後アンケート
12月上旬
・帰国報告会

注）オリエンテーションの参加、事前学習の完了、英語テスト受検、アンケート回答は
授業科目として必須事項となります。



海外語学研修（英語）
【３つの奨学金】

①一橋大学基金奨学金
参加者全員に、研修費用の20％を支援

②日本学生支援機構（JASSO）奨学金
経済的理由により自費のみで研修参加が困難と認められた者の
うち、学業成績等の上位者から優先的に月額7～10万円を支給
※対象コースは限定（2023年度は豪州の5週間コースのみ）

③榊原忠幸基金奨学金
参加する日本人学生のうち、一定の家計基準を満たす者、かつ
学業優秀な10名程度（夏季5名・春季5名予定）の学生に
研修費用の約80％を支援

◆➀と②または➀と③は併給可能



海外語学研修（英語）
派遣先大学予定（夏季）

カリフォルニア大学
デーヴィス校

スタンフォード大学

ペンシルヴァニア大学

ボストン大学

グラスゴー大学

ロンドン大学
東洋・アフリカ研究院

サセックス大学

シドニー大学不開講

2023年度夏季開講予定



海外語学研修（英語）
派遣先大学予定（春季）※9月下旬募集開始予定
オレゴン大学

カリフォルニア大学
アーヴァイン校

テキサス大学
オースティン校

ペンシルヴァニア大学

サセックス大学

モナシュ大学

クイーンズランド大学

ニューサウスウェールズ大学

2022年度春季開講
（2023年1月～3月実施）

不開講



UPENN国内英語研修



UPENN国内英語研修とは？
グローバル教育ポートフォリオ枠の

全学共通教育科目授業として開講

単位付与あり（3単位）

キャップ（CAP）制対象外

ペンシルヴァニア大学が開発した

英語プログラムを、本学キャンパス内

またはオンラインにて学習



UPENN国内英語研修とは？
【こんな方々に最適】

時間的や経済的な理由等で海外語学

研修に参加することが難しい！

海外へ行くことに躊躇しているけど、

英語力は上げたい！

他国の学生とコミュニケーション

してみたい！ 日本国内で留学体験！！



2023年度はOnlineで開講予定
対象
・学部在籍の１年生～４年生

講師
・本学協定校 米国ペンシルヴァニア大学

期間
・2023年7月10日（月）～28日（金）平日

内容
・時間：1日3時間
（2時間はオンデマンド、1時間は21：00よりライブ授業）
費用
・自己負担額：約５万円（奨学金支援適用後）

※UPENNウェブサイト プログラム紹介ページより

※ライブ授業時間は前後する可能性あり



UPENN国内英語研修（online）
スケジュール

４～5月 6月 ７月～

4/28募集開始
（詳細manaba）
5/25募集締切
5/26採用者決定

※オンライン説明会
を実施。希望者は必
ず視聴してください。
（Google Classroom）

5月下旬～7月上旬
スーパー英語
（E-learning）
事前学習
・TOEFLミニテスト
（事前学習開始前、
終了後2回ありま
す）
・受講前アンケート

10日（月）開講
28日（金）終了
31日（月）～
TOEFLミニテスト
（終了後1回目）
※2回目は、1年生は
11月の英語ﾌﾟﾚｲｽﾒﾝﾄﾃｽﾄ
2年生以上は12月実施
・受講後アンケート

注）オリエンテーションの参加、事前学習の完了、英語テストの受検、アンケート回答は
授業科目として必須事項となります。



参加学生の声
海外語学研修（英語）2022年度実施分

自分の英語能力が現地でどこまで通じ、どこまでは通用しないのかが
明確になった。そのため、能力というよりは今後の英語学習に対する
メンタルの面で改善があったと思う。（イギリス）

コース担当のネイティブの先生、コース内の異なるバックグラウンドの生徒
のスピーキングやカフェでのネイティブの会話を聞いたり、店員さんとやり取
りをするうえで必然的に英語力は向上した。（イギリス）

リスニング:話者のアクセントや訛りに応じて耳を調節する訓練ができた。
スピーキング:ホームステイを通じて、日常生活の表現を多く身につけた。
（アメリカ）

1ヶ月という短い滞在期間だったが本当に楽しい留学だった。生活習慣や周囲の
景色が日本と全く違っていて刺激的な毎日を過ごすことができた。（アメリカ）



参加学生の声
海外語学研修（英語）2022年度実施分

世界を舞台にもっと幅広く色々な経験を積みたいと思うようになりました。
（アメリカ）

積極的に自分の考えを話すことの大切さを学んだ、もっと長期
の留学を考えるようになった。（アメリカ）

文化の違いに実際に触れたことで日本の文化を俯瞰的
に見ることができた。（アメリカ）

国際系や外資系の進路を視野に入れようと感じた。（イギリス）

ロンドン一人旅。美術館や博物館が入場無料なので、よく足を運んだ。（イギリス）



参加学生の声
UPENN国内英語研修 2022年度実施分

学生が専攻している学問に幅があるため、自分が知らない多くの知識を得ること
ができた。ナノテクノロジーなどについてはペースなどでは取り扱わない内容で単語
のレベルも非常に高かった。視野が広がったので非常に良かったと思う。

PACEでは、クラスメイトが必ず日本語を話せるので、甘えてしまう点があったと
思う。また、積極性を持つ生徒がより少ないことも特徴の一つだ。
一方で、UPENNでは海外出身の生徒が積極的に授業に参加していた。それら
は非常に刺激的な体験であり、PACEやEDGEとは全く違う授業として捉えられ
ると思った。

英語圏での外国人ではないが、外国人との英語会話がより楽に感じるようになった。

他国の生徒との英語での会話が純粋に楽しかった。今後、海外のロースクール
含む海外でのキャリア形成を前向きに考えたいと強く思った。



2年生以降のステップアップ

一橋大学サマースクール等留学制度
学部2年生～4年生

• 主に協定校のサマープログラムに参加し、専門科目を英語で学ぶ
• 期間は最短２週間から２か月程度
• 奨学金制度利用可
• 単位互換申請可
• 問い合わせ先：教務課 グローバルスキルズチーム

海外派遣留学制度
学部3年生・4年生

• 協定校に留学し、専門科目を英語で学ぶ
• 期間は半年または１年間
• 奨学金制度利用可
• 単位互換申請可
• 問い合わせ先：教務課 教務第五係

上記以外にも多くのプログラムがあります 「一橋大学 国際教育交流センター」ウェブサイトも活用しよう
https://international.hit-u.ac.jp/index.html



グローバルで活躍する
「はじめの一歩」を踏み出そう！

【問い合わせ先】
教務課グローバルスキルズチーム（西本館１F）

【e-mail】 g-skills.g@ad.hit-u.ac.jp

【TEL】 042-580-8175

【Office Hour】 8：30-17：15
（Weekday Only)
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