Ａ．外国語学部の協定校（アカデミック・コースを履修
する場合に必要とされるTOEFL SCORE）
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(*Ball State University (500 (ITP可) ) 4人 （US Indiana）)
Saint Mary's University (500 (ITP可))（Canada Halifax）
Univ. of Nebraska at Kearney (500 (ITP))（US Nebraska）
*Saint Michael’s College (500)!1人! !
（US Vermont）
! University of South Florida (550)!! !
（US Florida）
* の大学は札幌大学からの奨学金に加え、表記人数まで
留学協定校の学費が免除されます。
（交換留学のTuition Scholarshipと内容的に同じ）

協定校への留学スケジュール
秋セメスターからの留学
４月下旬! 願書、TOEFL SCORE提出、英文銀行残高証明
書、英文成績証明書など用意
（５月上旬 学科の承認）
５月上旬! 留学先大学へ書類送付
（６月中旬! 留学先からの承認、7月上旬留学先から留学
許可書受け取り、教授会承認、学長許可）
７月上旬! 大使館に書類送付、学生ビザ申請
（学生ビザ受け取り、留学準備）
８月中旬(下旬)!留学先大学へ出発・到着

4

認定留学制度

Ｂ．外国語学部協定校付属の語学学校

7
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(1)! 教授会の承認を得て派遣され、奨学金（入学年度
により異なる）が支給されます。
留学終了後は札幌大学で講義を継続履修し、卒業するこ
とが条件です。
留学先大学の学費は自己負担となります
（(Ball State Univ.,) St Michael’s College は免除有り）。

! TOEFL 450! (ITP") #$%&'()*+,-..)/
0.1&2(3.%456789:;<=>?&8単位までを
基幹科目として認定します。
(Ball State University)
Saint Mary's University

! !奨学金は本学の学費は春学期・秋学期それぞれ納期
までに納入してもらい、完納したことが確認された段階
で、支給されます。
2

留学期間

5

春学期協定校付属語学学校留学

C．協定校以外の大学

(2)!留学期間は次のうちいずれかの選択になります。
（札幌大学の学年暦の期間）
! ! (") １年間： ! (1) ４月１日から翌年３月３１日まで
または! (2) １０月１日から翌年９月３０日まで
! !! (#) 春セメスター：４月１日から９月３０日
! !! ($) 秋セメスター：１０月１日から翌年３月３１日
! ! %４年次の秋セメスター留学の場合は、２月末に学
籍を留学先から再び本学に移し、その年度の卒業が可能
です。
3

8

留学協定校以外の大学への認定留学の場合には、
各自で必要書類を留学希望大学へ提出し、その大学か
ら留学許可書を得なくてはなりません。
この場合には事前に学科の教員に相談してください。
留学フェアなどを参考に。
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5+-8+(16C#) (St. Mary’s U)
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2011春学期認定留学
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留学先 (Ball State University (Indiana, USA))

23( ( ( '(! )*

$456
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BC56D9EF<

BC56D9EF<+2+34-56378,9

BC56G

BC56G +4434-53678, 9HIJKL<

HIJ@AKL;M

MNO@APQ;R( :;<=<>??>@A=B=C=DE:DFG

NOPQJ@AKL;M

STUVO@APQ;R( :;<=<>??>@H>I==DB=DFG

留学先授業料 (Ball St. U .)/0St. Mary’s U 13023
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生活費0 (45 (Ball 678))/ 9:;<5 (St. Mary’s 67=)
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TOEFL(-ITP)MPK( ( ( ( ( k

TOEFL(-ITP)RUP( ( &""oUVWXY

St. Mary’s University (Halifax, Canada)
応募時に必要なTOEFL(-ITP) 450+,-

奨学金 >?@$ABCDE%FG$HIJKAL
学生支援オフィスへの応募書類締切 11M12N(H)

9pqrsthRUPu@vwxym A4 z{|}~•hU€@•‚ƒ„<

9lmnopdMPKq@rstui A4 vwxyz{dP|@}~•€<

留学期間 (5MOP-QMRD10STUO (Ball St. U))

500 o

500 k

o

k

5M-8M(16ST) (St. Mary’ U)
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2011春学期認定留学

アンケートと登録のお願い（今すぐメールで送信）
送信先

単位振替 8VWXYFZ['\IJK()
留学先への書類012M1N]^
_`aDbcd&efghiajklDmnhiaopD
qlrsTtuuvdXwx!yDz{r|Nuu}w
~d$•€•‚ƒ„…yD†‡Iˆsr‰~KŠ‹]Œ•
vŽ

件名

htoki@cf6.so-net.ne.jp
留学学番氏名

例

留学072000札大英子

本文
現在のTOEFL score
今年・来年・再来年

秋・春

から

１年間・半年
○○大学・○○大学付属語学学校・その他
に留学希望

11

出願

14

奨学金
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入学年

年間

2007!

60万円

30万円 ４年生

2008!

50万円

25万円 ３年生

2009!

50万円! 25万円 ２年生

2010

万円

半年

現学年

万円 １年生
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