
 

 

 

 

 

１．趣旨 本学が指定する海外大学において、前半期を学部授業受講に必要な英語力養成にあて、後半

期を学部授業の受講・単位取得にあてる 1 アカデミックイヤー（１年）のプログラムです。

本プログラム参加期間は、本学の修業年限として算入されます（休学にはなりません）。本プ

ログラムを通じ、語学力や専門知識の修得のみならず、異なった環境の中での授業・生活体

験を通じ、豊かな国際感覚を身につけることを目的とします。 

２．プログラム 

の魅力 

留学の前半期は英語力向上に充てるため、エッセイやプレゼンテーションなどのアカデミッ

クな英語力をつけたい、あるいは、学部留学に少し不安があるなどの要望やレベルにあわせ

て留学をスタートできます。後半期は学部授業を受講し、単位取得を目指します。YCU での

専門分野をさらに探求したり、専門とは異なる分野の学習により視野を広げたりすることが

できます。 

３．応募要件 以下要件の全てを満たす学生 

（１）出発時（2023 年 8～10 月頃）に学部２年生以上、または大学院※に在籍していること。 

※大学院生の場合でも留学先では学部課程で学びます。また一部学部課程では大学院生受入不可の大学も

あります。 

※医学部の学生で応募を考えている場合、必ず事前にグローバル推進室に留学相談をしてください。 

（２）出願時に各留学先の語学要件を満たすこと 

各留学先の語学要件については、「留学先大学一覧」を参照 

（３）以下の計算式にあてはめて GPA を算出し各大学の成績要件を満たしていること 

各留学先の成績要件については、「留学先大学一覧」を参照 

秀・優の単位数の合計 a ( a    )単位×４= ( d    ) 

良の単位数の合計 b ( b    )単位×3 = ( e    ) 

可の単位数の合計 c ( c    )単位×2 = ( f    ) 

GPA = 総合ポイント（d＋e＋f）÷ 総単位数（a＋b＋c） 

※注意 「合格」など、単位数のついていない科目は除外してください。 

 

（４）長期の海外留学に十分な能力と適性があり、指導教員により留学を認められたもの。 

（５）長期留学に支障のない心身の健康状態であること 

※既往症がある場合は、必ず誓約書（プログラム参加者の健康状態に関する確認事項）にその旨

記載をすること） 

（６）日本国籍または日本永住権を持っていること。（JSAF のポリシーによる） 

 

2023 年度（2022 年度募集）ブリッジプログラム募集要項 
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 （７）事前にプログラムを運営する JSAF 担当者による留学カウンセリングを受けること 

【日時】 11 月 22 日（火）9：00 ～ 17：00 

【実施方法】 Zoom ミーティング（詳細は別途連絡） 

【申込期限】 11 月 21 日（月）12 時まで 

【申込方法】 outbnd02★yokohama-cu.ac.jp 宛に以下の内容を送信してください。 

（★をアットマークへ変更してください。） 

件名：ブリッジプログラム 留学カウンセリング申込 

内容：学部、学系、学年、学籍番号、氏名 

検討している留学先、現在の英語力を示すスコア 

調整可能な時間帯 

【その他】 ※個別相談の申込みの段階で、留学先の出願要件（語学）を満たしている必

要はありません。 

※上記日程で留学カウンセリングが受けられない場合、メールでその旨を連

絡すること。事前相談なく応募締切までに留学カウンセリングを受けられ

なかった場合、応募要件を満たしていないと判断されることがあります。 
 

４．派遣先及び

大学別必要スコ

ア等 

「留学先大学一覧（出願基準/費用）」参照  

※そのほか、留学先大学別費用詳細、JSAF 約束事項も参照してください。 

※JSAF 担当者による留学カウンセリングを受け希望留学先を決定した上で応募してください。 

５．留学期間 2023 年 8～10 月出発から１アカデミックイヤー 

大学や語学レベルによって出発時期が異なります。また、帰国時期も留学先大学のアカデミ

ックカレンダーに基づくため、それぞれ異なります。 

６．募集学生数 若干名 

７．語学要件 「留学先大学一覧（出願基準/費用）」参照 

※注意事項※ 

・ブリッジプログラムでは、原則、TOEFL iBT®テストの Test Date スコアを応募スコアとして

活用します。ただし、MyBest™スコアでの応募はできません。 

・留学先によって各セクションの最低スコアが決められている場合があります。 

・イーストアングリア大学を希望する場合、IELTS Academic for UKVI スコアが必須です。詳細

はこちら→ https://www.britishcouncil.jp/exam/ielts-uk-visa-immigration 

８．経費概算 

 【目安】 

（１） 学費及びプログラム費用等 

「留学先大学一覧（出願基準/費用）」および「留学先大学別費用」詳細参照 

（２）支払時期について 

学内選考を通過した場合、12 月中旬頃に申込金 20 万円を JSAF に納めます。なお、この 

申込金は、プログラム費の一部に充当されます。残額は、出発の２～３ヶ月前（2023 年初 

夏）に納めます。 

（ただし、十分な残高を示す証明書は 2022 年 12 中～下旬頃に必要になります。） 

 

※注意事項※ 

・留学先大学の学費値上げ（５％～15％程度）や諸経費の高騰等により必要経費が上昇する場合

があります。 

https://www.britishcouncil.jp/exam/ielts-uk-visa-immigration


・支払い時期は目安です。留学先の指定により変更となる場合があります。 

・経費にはその他、海外送金手数料、航空券、ビザ取得費用、海外旅行傷害保険（日本で加入／

指定のもの）、予防接種や健康診断にかかる費用、教材費、お小遣い、休暇中の滞在費等が別途

必要です（留学先によって異なります）。 

・ビザ取得や留学先への願書提出にあたり、費用負担を証明するため留学費用相当を担保する残

高証明書の提出を求められる場合があります。 

・海外旅行保険等は JSAF 指定の海外旅行保険（AIG 留学生保険）に加入します。（参考費用：

270,000 円前後／10 ヶ月）また、留学先大学によっては、現地で指定の保険に加入を求められ

る場合があります（別途費用発生）。  

9. 経済的支援 

等 

（１）留学期間中の本学学費の減免（予定） 

（２）横浜市立大学…最大 195,000 円の補助金の支給 

 ※予算の関係で減額、支給されない場合があります。 

（３）横浜市立大学後援会…最大 195,000 円の助成金の支給 

 ※保護者が後援会に加入している場合のみ支給。また、予算の関係で減額、支給されない

場合があります。 

（４）・JSAF パートナー校奨学金  

米国：500US ドル（クォーター制の大学は 2 クォーター 600US ドル）、 

イギリス：200 ポンド、アイルランド：200 ユーロ オーストラリア：500AUS ドル 

・JSAF 優秀者奨学金（GPA3.5 以上）の学生に、選考により支給。 

米国：500US ドル（クォーター制の大学は 2 クォーター 600US ドル）、 

イギリス：200 ポンド、アイルランド：200 ユーロ オーストラリア：500AUS ドル 

 

※上記に記載されている以外の外部の財団もしくは公的機関からの経済的支援を受ける場合は、

当該機関の指定により、併給ができない場合があります。該当する場合は、事前にグローバル

推進室へご相談ください。 

10.応募書類 

 

書類はすべて A4 にそろえ指定のファイル名に保存し提出してください。 

【共通】 

（１）願書（横浜市立大学様式） 

（２）希望留学先大学への志望理由書 

（英文Ａ４で１枚程度、勉強したい分野を明記） 

（３）有効な英語能力試験証明書のコピー 

（４）英文成績証明書（間に合わない場合は学内応募時は和文でも可とします、ただし本出願時

には英文成績証明書が必要です。） 

（５）横浜市立大学ブリッジプログラム第一次出願書（JSAF 提出用） 

（６）パスポート（顔写真のページ）のコピー 

（７）誓約書 

11.応募締切 2022 年 12 月 1 日（木）13：00 厳守（必着） 

12.書類提出先 「ブリッジプログラム応募フォーム」にアップロードし、ご提出ください。 

アップロード時は、各書類指定様式を厳守してください。 

※応募フォームの URL は、HP で公開します。 



13.選考 書類が提出されたのち、提出書類により総合的に審査します。 

※選考会（面接）は実施しません。 

14.選考後の 

流れ 

（１）選考結果発表 

日時：2022 年 12 月 8 日(木) 12:00 頃 

方法：個別にメールでお知らせします 

（２）申込金支払い期限及び願書提出期限 

締切：12 月中旬 

金額：200,000 円 

※振込期限や振込先等は別途案内しますが、応募時点で費用の準備をしてください。 

（３）留学先への願書等準備 

日時：12 月～１月ごろ 

（４）第 1 回オリエンテーション （参加必須） 

日時：2023 年２月３日(金) 10:00～12:00 

場所：グローバル棟 セミナールーム または Zoom 

※第 2 回以降のオリエンテーションについては、順次ご案内します。 

※アルバイトやサークル等、自己都合による不参加は認められません。予め日程調整をし、

必ず参加してください。 

 

15.帰国後の 

活動 

帰国後は、報告書等の提出及び在学生向けの説明会、オリエンテーションなどへ参加すると

ともに、広報活動に協力してください。 

16．単位 （１） 前半期 

所定の事前学習及び事後振り返りを行うことを前提に、留学中の語学研修の成果に応じ

て、共通教養実践科目「海外研修Ａ（平成 28 年度以前入学の場合）」もしくは「長期海外

研修（前期）（平成 29 年度以降の入学の場合）」として履修することができます。本科目

については、各種オリエンテーションへの参加、指定された提出物の提出などが最低要件

となります。 

（２） 後半期 

留学先大学において取得した単位は、教育的に有益かつ本学開講科目と内容が一致する場

合は、本学の開講科目に読み替え、卒業要件を満たす単位として認定される場合がありま

す。教育的に有益にもかかわらず本学に内容が一致する開講科目がない場合は、海外留学

科目群として、卒業要件を満たす単位として認定される場合があります。本学の開講科目

及び海外留学科目群に読み替えられない場合、自由科目として認められる可能性がありま

す。 



17.その他注意 

事項 

（１）指導教員へ事前への相談について 

 留学希望について報告し、今後の卒業までの学習プラン及びゼミ履修について相談してく

ださい。願書に指導教員の押印欄があります。必ず、応募について承認を得て、願書の内

容を確認頂いたうえで、押印をいただいてください。直接押印を頂くのが難しい場合は、

以下の無料サイト（ https://smallpdf.com/jp/sign-pdf ）でのドキュメントへの電子署名

も可とします。１年生の学生は、後期基礎ゼミのクラス担当教員へ相談、承認を得るよう

にしてください。 

（２）保護者・家族等への相談について 

 募集要項を共有したうえで、よく話をして、参加について予めご家族の理解、同意を得る

とともに、経済的支援を得るようにしてください。 

（３）修業年限について 

留学期間は修業年限に算入されますが、これは留学をしても自動的に４年で卒業できると

いうことではありません。留学時の学年、単位取得状況等によっては、４年で卒業できな

い場合もあります。 

（４）併願について 

 プログラム内の留学先大学の併願は可能ですが、他の大学留学・研修プログラムとの併願

はできません。 

（５）渡航前の推奨履修科目について 

 令和４年後期終了までに Advanced Practical EnglishⅢ～Ⅴ（TOEFL-iBT もしくは

IELTS）等を履修し語学力を向上することを強く推奨します。 

（６）新型コロナウィルス感染症等の影響により、派遣が不可能となる場合があります。そ

の場合、「JSAF 約束事項」に準じます。航空券等、自己手配したものにかかるキャンセル

チャージは自己負担です。 

18.問い合わせ グローバル推進室 ブリッジプログラム担当 

メール： outbnd02★yokohama-cu.ac.jp ／ 電話：045－787－2027 

（★をアットマークへ変更してください。） 

 

応募様式はこちらからダウンロード 

 

https://www.yokohama-cu.ac.jp/ytog/global/overseas_study/R3_bridge.html

