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2023 年度（2022 年度募集）セメスター留学募集要項 

１. 趣旨 海外の大学において、１セメスターまたは１アカデミックイヤーの間（この間本学では休

学とせず修業年限に算入する）教養科目や専門科目の単位を取得します。また、同時に、

異なった環境の中での学習・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。 

なお、セメスター留学は、本学がパートナーシップを締結している一般財団法人日本スタ

ディ・アブロード・ファンデーション（JSAF）により運営されます。 

２. 応募要件 以下要件の全てを満たす学生 

（１）出発時（2023 年 8～9 月頃予定）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）本学および留学先大学の指定する語学要件と成績要件を満たすこと。 

語学要件 

11 月 17 日（木）13 時（学内選考出願〆切）までに以下の①および②の両条件を満たした

スコアを提出すること。締め切り時点で提出するスコアは WEB をプリントアウトしたも

のでも構いません。 

 

① TOEFL iBT スコア 72 以上 または IELTS（Academic）スコア 6.0 以上。但し、出

願先大学がさらに高いスコアを求めている場合には、その基準以上のスコア 

② 有効期間が学内選考出願時～２月末日を含むもの。 

 

セメスター留学では、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™スコアで要件を満たし応募を検討している場合は、各留学

先大学へ出願可否を確認するので、グローバル推進室へ相談してください。 

 

試験日程については以下のウェブサイトから確認ください。 

◆TOEFL- iBT⇒国際教育交換協議会 http://www.cieej.or.jp/toefl/ 

◆IELTS ⇒①日本英語検定協会 http://www.eiken.or.jp/ielts/ 

 ⇒②JSAF https://jsaf-ieltsjapan.com/ 

成績要件 

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が必要。 

 

 

 

 

 

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カウントから除外してください。 

 

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        ） 

 

http://www.cieej.or.jp/toefl/
http://www.eiken.or.jp/ielts/
https://jsaf-ieltsjapan.com/
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（３）長期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。 

（４）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） 

（５）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） 

（６）事前に JSAF 担当者による留学カウンセリングを受けること。 

【日時】 10 月 27 日（木）13：30 ～ 17：00（指定する１時間） 

（予備日 10 月 28 日（金）または 11 月 1 日（火）） 

【実施方法】 Zoom ミーティング （詳細は別途連絡） 

【申込期限】 10 月 25 日（火）13：00 まで 

【申込方法】 Forms に以下の必要な内容を記載して送信してください。 

内容：学部、学科、学系、学年、学籍番号、氏名、検討している留学先など 

【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、申込期限までにメー

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。 
 

３． 派遣先及び

大学別必要

スコア等 

留学先一覧を参照すること  

※詳細は留学先一覧、大学別費用詳細、約束事項を参照してください。 

※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うえで応募してく

ださい。 

４．募集人数 若干名 

５. 出願に際し

ての注意事

項 

・留学の目的、留学先での学習計画を具体的にして、出願書類を作成すること。 

・保護者と十分に相談の上、留学中の資金計画を立てること。まだ獲得していない奨学金

等を当てにしないこと。 

・同時履修や留学中の研究活動について、指導教員に十分相談し出願すること。 

・セメスター留学は大学のプログラムですが、留学にあたっては自主的に留学準備に取り

組む必要があります。各種手配については、自分自身が責任をもって行うべきであるこ

との認識を持つこと。 

・大学の選考を通過した場合においても、申告に虚偽があった、書類提出の締切を守ら

ない、必要な手続きを行わない、オリエンテーションに事前連絡なく欠席・遅刻をする

等のふるまいが見られた場合、国際交流委員会もしくはグローバル推進室が判断の上、

留学中止の勧告を行う場合があります。 

・本募集要項は、本学学内での選考についてのものです。この学内選考を通過した学生

は、本学から推薦される学生として留学先大学に応募する資格を得たことになります。

学内選考通過後に、留学先へ出願書類を提出し、留学先大学の審査によって受入可否が
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判断されます。 

・本プログラムの留学決定後、もしくは渡航後でも現地治安や衛生状況の悪化その他特別

の事情により、渡航もしくは滞在に問題が生ずるとグローバル推進室が判断する場合、

渡航の延期、中止や現地からの退避を指示する場合があります。この場合、速やかにグ

ローバル推進室からの指示に従ってください。特に新型コロナウイルス感染症の拡大に

より、今後渡航できるかは現状不透明であることを認識したうえで応募ください。ま

た、渡航にあたり新型コロナワクチン接種が必須となる見込みです。 

・本プログラムに参加する場合、渡航準備の時間を十分に確保する必要があるため、その

年に実施される第２クォータープログラムや夏季短期留学プログラム等に参加すること

は原則認められません。 

・休学している学生は応募ができません。また学内選考合格後から渡航までの期間は休学

することはできません。 

６. 併願 セメスター留学内で留学先の併願はできませんが、交換留学との併願はできます（交 

換留学先を３大学希望することができるため、最大４大学まで希望できます）。 

併願する場合は、すべての応募書類をそれぞれのプログラムごとに作成し提出すること。 

また、併願を希望する学生は、申込 Forms 記載の注意事項を必ず確認すること。 

７．説明会 日時：10 月 18 日（火）12:10～12:40 

場所：Zoom ミーティング（確定後別途案内します） 

８. 留学期間 2023 年秋セメスターより１セメスターまたは１アカデミックイヤー 

（概ね 2023 年８～９月頃出発） 

９. 学費 留学先の学費を含むプログラム費用を支払うことにより、本学の学費は免除となります。 

10. 経費 

 

（１）概算経費について 

詳細は【留学先出願基準/費用詳細】を参照ください。 

※募集要項に記されているプログラム費に加えて、別途航空券、海外旅行保険（下記参照）、

教材費、お小遣い、休暇中の滞在費等の費用がかかります。 

※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）。 

（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。） 

※寮の滞在先決定やその他手続きの状況により、上記スケジュールが前後する場合があり

ますので、予めご了承ください。 

11.経済的 

支援等 

（１）JSAF 奨学金 

約 500～20,000USD（大学によって異なる） 
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（２） JSAF パートナー校奨学金  

1,000 USD (１アカデミックイヤー) ※アメリカの場合 

※派遣先大学一覧では、これら(1)、(2)の奨学金を差し引いた後のプログラム費が示され

ています。 

（３） JSAF 成績優秀者奨学金  

1,000 USD（１アカデミックイヤー）※アメリカの場合 

※出願時の在籍大学での GPA3.5 以上（横浜市立大学の定める算出方法による GPA）かつ

出願先大学の求める語学力基準を満たした学生が対象。該当者は、10 月 27 日の留学カウ

ンセリングで申し出てください。 

（４）大学による補助金、後援会による助成金（予定） 

予算の範囲内で本学及び後援会（加入者のみ）から、補助金及び助成金が支給される可能

性があります。 

大学からの補助金：１アカデミックイヤー：210,000 円／１セメスター：195,000 円 

後援会からの助成金：１アカデミックイヤー：210,000 円／１セメスター：195,000 円 

（５）YCU 留学サポート奨学金 

セメスター留学プログラムに応募し、選出された派遣学生に支給します。提出された書類

にて審査されます。 

応募要件： ・セメスター留学応募の要件を満たすもの。 

・寄附広報に積極的に協力できるもの。 

支援内容： 1 セメスター（半年）：  50 万円 

1 アカデミックイヤー（1 年）：100 万円 

人数： 若干名 

応募方法： 給付を希望する学生は、「YCU 留学サポート奨学金申請書」（様式１）

を、セメスター留学の応募書類と同時に提出してください。 

 

※本奨学金に採択された場合は、上記（４）大学からの補助金と併給できません。 

12．単位認定 留学先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は、卒業要件に含まれない自

由科目扱いとなります。 

13. 帰国後の 

活動 

帰国後は、報告書の提出や次期応募学生向けの説明会、オリエンテーション等へ参加する

とともに大学プログラム経験者として広報活動に協力してください。 
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14. 応募書類 （１）願書（横浜市立大学様式） 

（２）応募動機・学習計画についてまとめたもの（和文・英文各Ａ４で１枚程度） 

（３）語学力証明書のコピー 

（４）成績証明書（英文×３通） 

（５）横浜市立大学セメスター留学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 

（８）（希望者のみ）YCU 留学サポート奨学金申請書 

15. 応募締切 2022 年 11 月 17 日（木）13：00 厳守（必着） 

16. 書類提出先 セメスター留学プログラム申込 Forms にてアップロードし、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。 

※申込 Forms の URL は、HP で公開します。 

17. 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されます。 

※選考会（面接）は予定していませんが、書類審査の結果により、追加の審査が行われる

ことがあります。 

18. 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。  

19. 問い合わせ グローバル推進室 国際交流担当 

電話：045－787－2027 

メール：outbnd02★yokohama-cu.ac.jp 

（★をアットマークへ変更してください。） 

 

応募書類等はこちらから 


