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オーストラリアは、多民族で成り

立っている国なので留学生でも 

生活しやすく、治安もよいため、 

非常に人気が高い留学先です。 

 

正規課程入学か、条件付入学（※）

か、選択が可能 

※条件付入学…1 学期目に英語プロ

グラム、2 学期目に正規課程を履修 

 

認定海外留学プログラム 
 （2023 年春学期入学） 

◆オーストラリア・カソリック大学（ACU） 

◆ボンド大学  

2023 年度の 2～4 年生の学部

生が留学可能。計画的に単位を

修得した場合、4 年間で卒業が

可能（4 年次留学を除く） 
【重要】 

2023 年春学期の海外留学は、新型コロナウ

イルス流行の影響で、実施の可否が今後変

更になる可能性もあります。 

募集段階での実施の可否は未確定であるこ

とをご了承の上、ご応募ください。 
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＝＝＝プログラムの紹介＝＝＝ 

１．内容 

本プログラムは、本学の学生交換協定校のオーストラリア・カソリック大学（ACU）、ボンド

大学での、本学の「認定海外留学制度」による私費留学プログラムです。正規科目履修に必要な英語ス

コアを既に充たしている学生は、1学期目・2学期目とも正規科目を履修します。出願時に英語スコアが

正規留学に届いていない方でも、現地での1学期目に集中的な英語力養成プログラムを履修し、2学期目

に正規科目を履修する組み合わせで留学すること(条件付留学)が可能です。 

また、留学期間を1学年（2セメスター）または半期（1セメスター）から選択することが可能です。

（正規留学のみ） 

 

 

2．本認定海外留学プログラムの特徴 

（１）通常の「認定海外留学制度」は、自分で留学先を探す必要がありますが、本プログラムは留学先が決まって

いるため、膨大な情報の中から留学先をリサーチする手間が省けます。 

（２）現地で修得した「正規科目」の単位は、在籍学部にて審議の上、卒業所要単位として認定されます。 

（３）留学期間を「1学年」（2セメスター）または「半期」（1セメスター）から選択することができます。 

（４）2023年度に学部の2年生から４年生になる方が、本プログラムでの留学が可能です。 

（５）2023年度に2年生及び3年生で、応募時に英語力が正規科目履修（正規入学）の基準に届いていない方は、 

1学期目のみ英語力強化のコースを履修すること（条件付入学）も可能です。（その場合でも所定の語学力 

要件があります）※2023年度に4年生の方は、正規入学のみ応募可です。 

（６）留学斡旋業者の紹介によるプログラムと異なり、斡旋手数料等を支払う必要がありません。 

（７）いずれの留学先も留学終了が年内なので、就職活動への影響を考慮しながら留学することができます。 

 

 

３．募集人数：【ACU：10名】【ボンド：10名】 

※募集人数には、１学年（2セメスター）、半期（1セメスター）希望者の両方を含みます。 

 

4．留学時期 

 1学年（２セメスター、正規/条件付） 半期（1セメスター、正規のみ） 

ACU 2023年2月/5月（注1、2）~2023年11月 2023年2月~2023年6月 

ボンド 2023年5月（注3）~2023年12月 
2023年5月~2023年8月 

2023年9月～2023年12月 

 

 

 

 

（注1）ACU 条件付入学の方は、英語スコアにより留学開始時期が2月または5月からとなります。正規入学の方は、2月からのみです。 

（注2）2月出発の方は、本学の秋学期の試験を終了してからの留学開始となり、本学での扱いは2023年春学期からの留学となります。 

（注3）ボンドの正規入学（半期のみ）は5月セメスターか9月セメスターか、開始時期が選べます。 
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5．留学先紹介 

オーストラリア・カソリック大学（ACU）  

ACU は、1991年に設立された、国立の総合大学で

Education and Arts, Health Sciences, Law and 

Business, Theology and Philosophy の4つの学部で

構成されています。シドニー、ブリスベン、キャンベ

ラ、メルボルン、バララットにキャンパスがあり、幅

広い選択肢を持って学修ができることが大きな特徴で

す。また、全世界からの留学生の受入れにも熱心で、

各キャンパスには留学生の相談に応じる、専門のスタ

ッフが配置されており、きめ細かいサポートが行われ

ています。 

https://www.acu.edu.au/ 

ボンド大学  

ボンド大学は、1987年に創立された、オーストラリア

で初めての私立大学です。オーストラリア最大の観光

地として世界的に有名なゴールドコーストの、ロビー

ナ地区にあります。約4000名の学生が在学し、比較的

小規模な大学ながら、Times Higher Education の、

The World’s best small universities 2018では、第

17位にランキングされるなど、評価の高い大学です。

ビジネス、法律、人文科学、社会科学の分野は、多様

なプログラムで高い評判を誇ります。3学期制を採用し

ており、1月、5月、9月が新学期となります。 

https://bond.edu.au/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ACU キャンパス…シドニー、キャンベラ、メルボルン、バララット、ブリスベン 

●ボンド大学キャンパス…ゴールドコースト 

 

◆Brisbane 

◆Sydney 

◆Canberra 

◆Melbourne 

◆Ballarat 

●Gold Coast 

■日本から直行便で 9~10 時間 

■オーストラリア東部時間は日本+2 時間 

※サマータイム導入都市は、夏季は異なります 

■季節は日本と反対（日本が夏の時は現地は冬） 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjI6OXw3_vgAhXCUbwKHRaWBgMQjRx6BAgBEAU&url=https://www.iae-ryugaku.net/column/bond-scholarship/&psig=AOvVaw2l5KGkGse1bQ9hiy0CzRHP&ust=1552450741319697
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6．応募要件・費用 

 

【オーストラリア・カソリック大学（ACU）】 

 

（正規入学）（注1） （条件付入学）（注2） 

【1学期目】正規科目 

＋ 

【2学期目】正規科目 

【1学期目】 

10週間英語コース（注3） 

＋ 

【2学期目】正規科目 

【1学期目】 

20週間英語コース（注3） 

＋ 

【2学期目】正規科目 

2023年度学年 学部2年生から4年生（注4） 学部2年生または3年生（注4） 

語学要件（注5）（注6） 

IELTS 6.0~ 

（Academic Module） 

※Writing, Speaking :6.0~ 

 Reading, Listening:5.5~ 

または 

TOEFL-iBT79~ 

※Writing が22~ 

IELTS5.5~ 

（Academic Module） 

または 

TOEFL-iBT55 

IELTS5.0~ 

（Academic Module） 

または 

TOEFL-iBT40 

留学時期 
（１学年）2023年2月~11月 

（半期） 2023年2月~6月 
2023年5月~11月 2023年2月~11月 

法政での成績要件 
2022年度春学期までの通算した成績評価係数（GPA）が 

2.0以上で、2022年度秋学期も成績を維持できること 

授業料概算（注7） ＄15,878～（注10） ＄10,979～（注10） ＄14,019～（注10） 

生活費（注8）（注9） ＄275～＄520/週 

海外旅行傷害保険料 1学年：約7~7.5万円 半期：約4~5万円 ※法政大学指定の保険に加入 

その他費用 

・往復の渡航費用、休暇中にかかる費用（旅行費用等） 

・授業用教科書代 

・OSHC（オーストラリア海外留学健康保険）費用 

・留学中の本学の授業料等（留学中も負担する必要があります） 

・ビザ申請費用 

（注1） 正規入学の方は、ブリスベン、キャンベラ、シドニー、メルボルン、バララットのいずれかのキャンパスを選択できます。  

1学期目と2学期目で異なるキャンパスを選択することも可能です。 

（注2） 条件付入学の方は、1学期目はブリスベン、シドニー、メルボルンのいずれかのキャンパスを選択できます。2学期目からの正規課程は、全ての

キャンパスから選択でき、1学期目と異なるキャンパスを選択することも可能です。 

（注3） 英語コースは English for Academic Purposes（10weeks/20weeks） を履修します。 

（注4） 2023年度休学者（予定の者も含む）は応募できません。 

（注5） 応募時点で、上記指定語学スコア未取得者については、応募できません。また TOEFL-ITP のスコアでは応募できません。 

（注6） 留学先の学部によっては、より高いスコアを求められる場合もあります。 

（注7） 費用は現段階での情報です。今後改定される可能性もあります。また為替相場によって変動します。 

（注8） 寮/住宅費、食費、現地での交通費、雑費などを含めた、留学中にかかる一般的な費用です。個人のお金の使い方、滞在都市、寮（オンキャンパ

スまたはオフキャンパス）、ホームステイ等で費用が変わってきます。 

（注9） 記載の金額は「1週間」にかかる平均的な生活費の概算です。 

（注10） 費用は、1学期間に履修する正規科目の数（3科目 or4科目）で異なってきます。 
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【ボンド大学】※ボンド大学は2022年度の情報です。2023年度の情報は確定次第ウェブサイトに掲載します。 

 

（正規入学） （条件付入学） 

【1学期目】正規科目 

＋ 

【2学期目】正規科目 

【1学期目】（注1） 

英語コース（Level 6） 

＋ 

【2学期目】正規科目 

【1学期目】（注2） 

英語コース(Level 5) 

＋ 

【2学期目】正規科目 

2023年度学年 学部2年生から4年生（注3） 学部2年生または3年生（注3） 

語学要件 

（注4）（注5） 

IELTS 6.0~ 

(Academic module) 

※Writing 6.0～ 

Speaking/Reading/ 

Listening :5.5~ 

または 

TOEFL-iBT60~ 

※Writing 21～ 

IELTS5.5~ 

（Academic Module） 

※Writing:5.5～

Speaking/Reading/ 

Listening :5.0~ 

または 

TOEFL-iBT50 

※Writing 18～ 

IELTS5.0~ 

（Academic Module） 

※Writing:5.0～ 

Speaking/Reading/ 

Listening :4.5~ 

または 

TOEFL-iBT40 

※Writing 14～ 

留学時期 

（1学年）2023年5月~12月 

（半期） 2023年5~8月 

     または9月～12月 

2023年5月～12月（注6） 

法政での成績要件 

2022年度春学期までの通算した成績評価係数（GPA）が2.0以上で、 

2022年度秋学期も成績を維持できること 

※2023年９月開始の方は2022年度秋学期までの GPA が対象となります 

授業料概算 

（注7）（注9） 
＄25,880 ＄20,745 

生活費 

（注8）（注9） 
＄310～＄935/週 

海外旅行傷害保険料 1学年：約7~8万円 半期：約3~3.5万円 ※法政大学指定の保険に加入 

その他費用 

・往復の渡航費用、休暇中にかかる費用（旅行費用等） 

・授業用教科書代 

・OSHC（オーストラリア海外留学健康保険）費用 

・留学中の本学の授業料等（留学中も負担する必要があります） 

・ビザ申請費用 

・Student Services and Amenities Fee ($104/semester) 

（注1）  1学期目 English Level 6 +2学期目 Diploma Preparation Program となります。 

（注2） 1学期目 English Level 5 +2学期目 Foundation Program となります。（Foundation と Diploma を比較すると、Diploma のプログラムの方が

より幅の広い正規科目の受講ができ、帰国後に法政大学の単位として認定する時に、認定される科目が増える可能性があります。Foundation 

の場合、履修できる正規科目が限られているため、所属学部によっては単位認定ができない場合もあります） 

（注3） 2023年度休学者（予定の者も含む）は応募できません。 

（注4） 応募時点で、上記指定語学スコア未取得者については、応募できません。また TOEFL-ITP のスコアでは応募できません。 

（注5） 留学先の学部によっては、より高いスコアを求められる場合もあります。 

（注6） 英語要件に、いずれか1つのパートが IELTS で0.5足りなかった場合のみ、通常の条件付入学の前に4週間のコースを履修し、修了することで 

1学期目から条件付入学が可能です。（4週間のコース費用＄1,735+4週間分の生活費等が追加費用となります） 

（注7） 費用は現段階での情報です。今後改定される可能性もあります。また為替相場によって変動します。 

また、記載は1学年（2セメスター）分の費用です。半期（1セメスター）は約半分になります。（半期は正規のみ） 

（注8） 寮/住宅費、食費、現地での交通費、雑費などを含めた、留学中にかかる一般的な費用です。個人のお金の使い方、寮（オンキャンパス 

またはオフキャンパス）、ホームステイ等で費用が変わってきます。 

（注9） 記載の金額は「1週間」にかかる平均的な生活費の概算です。 
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※【補足】単位認定について 

留学先大学で修得した単位は、帰国後所属学部の教授会で審議の上、学部により30～60単位を上限に本学の単位として

認定されます。単位認定の方法は学部により異なるため、詳細は必ず所属学部事務に問い合わせてください。 

 

【ACU】 1期目 単位認定 2期目 単位認定 留学期間 

正規 正規コース 〇 

正規コース 〇 

2月～11月（約10か月） 

2月～6月（約5か月） 

条件付 
英語コース10週間 × 5月～11月（約7か月） 

英語コース20週間 × 2月～11月（約9か月） 

 ※それぞれのコースの要件は「応募要件・費用」のページでご確認ください。 

 

 

【ボンド】 1期目 単位認定 2期目 単位認定 留学期間 

正規 正規コース 〇 正規コース 

（Diploma Subjects） 
〇 

5月～12月（約8か月） 

5月～8月（約4か月） 

9月～12月（約4か月） 

条件付 

English Level 6 × 
6月～12月（約7か月） 

9月～12月（約4か月） English Level 5 × 
正規コース 

(Foundation Subjects) 

※それぞれのコースの要件は「応募要件・費用」のページでご確認ください。 

※正規コースの Foundation Subjects は、履修できる科目が非常に限られるため、学部によっては単位認定が 

できないこともあります。（Diploma Subjects の方が履修できる科目の幅がより広くなっています）そのため、 

できる限り条件付は Level 6からのコースの受講をお勧めします。 

 

参考：ボンド大学の2022年9月セメスターに提供される予定の Foundation Subjects 

Foundation Mathematics 1、2 

Foundation English 1、2 

Modern History      

Academic Communication Skills        

Applied Academic Communication Skills       

Digital Literacy       
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7. 応募可能な奨学金[全て返還不要（給付型]） 

奨学金 支給金額 受給について ACU ボンド 

（1）開かれた法政21・認定海外留学奨学金 30万円 応募選考型 × 〇 

（2）法政大学後援会認定海外留学奨学金 10万円  
対象者全員に支給 

（応募不要） 
× 〇 

（3）「JASSO 海外留学支援制度」奨学金 

（注1）（注2） 
8万円/月 

指定された基準を 

満たした学生から選抜。 
〇 〇 

 

（注1）・本プログラムが JASSO より採択された場合、2021年度の学業成績が JASSO 基準の GPA3.0満点に換算して2.30以上の学

生、かつ JASSO が指定する家計基準を原則として満たした学生を対象に、GPA や家計収入によって選考が行われます。 

・JASSO 奨学金は、日本国籍もしくは日本への永住が許可されている学生にのみ支給可能です。 

・JASSO より採択になった場合、本海外認定留学プログラムに参加が決まった方を対象に、手続きのご案内をいたします。 

   ・GPA 計算方法は以下の通り。（本学の GPA そのものではありません。換算の必要があります） 

    

 

 

        

（注2）JASSO 奨学金の支給対象者は、2023年2月に留学を開始される方のみとなります。2023年4月以降に留学を開始される方に 

ついては、現在本学から JASSO に申請中で2023年1月に採否結果が確定します。採択された場合、2022年度の学業成績が、 

上記基準を満たしている学生（2023年4月以降留学開始の方）を対象に、GPA や家計収入によって選考が行われます。 

 

8．応募方法 ※（1）、（2）とも応募期間内にお済ませください。 

（1） 
グローバル教育センターウェブサイトの申込フォームに必要事項を記入の上送信 

※グローバル教育センターHP トップ ＞ 国際交流プログラム ＞ 法政の留学制度 ＞ 認定海外留学制度 

（2） 

以下の2点を、指定された方法にてグローバル教育センターに送付 

●IELTS（Academic module）または TOEFL-iBT のスコア票（受験から2年以内）の原本のコピー（注1） 

●成績通知書（注2） 

提出方法：以下のいずれかの方法にて提出してください 

①書類を PDF にしたものをメール添付にて haken@ml.hosei.ac.jp 宛に送付。（メールタイトルは「認定海

外留学（オーストラリア）応募書類送付」とし、メール本文には必ず、氏名と学生証番号を記載） 

②コピーを窓口持参または郵送  

郵送の場合の送付先→〒102-8160 千代田区富士見2-17-1 法政大学グローバル教育センター 認定海外留学担当 宛 

（注1） 応募時に、直近で受験した語学テストのスコア票原本が得られていない場合には、オンラインで表示されたスコアをダウンロ

ード、プリントアウトしたものを、暫定版として提出することも可能です。その場合は、スコア票原本が届き次第、原本コピ

ーのご提出が必要です。 

（注2） 2022年春学期までの「成績通知書」を情報ポータルからダウンロードしてください。正式な「成績証明書」（英文）」は、 

本プログラムでの留学が決定後、改めてご提出いただきます。 

 

 

 

 

 

（計算式） 

((S～A-の単位数)×3)＋(B+～B-の単位数×2)＋(C+～C-の単位数×1)＋((D と E の単位数×0) 

総登録単位数 

 

※対象は、2014 年度に履修登録した単位のみが対象となります。 
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9．応募期間 ※各大学、留学開始時期で応募期間が異なりますのでご注意ください 

留学先 応募期間 

オーストラリア・カソリック大学  

（2023年2月開始/正規・条件付20W ） 
2022年9月20日（火）～9月30日（金） 

オーストラリア・カソリック大学  

（2023年5月開始/条件付10W） 
2022年12月1日（木）～12月7日（水） 

ボンド大学（2023年5月開始） 2022年12月1日（木）～12月7日（水） 

ボンド大学（2023年9月開始） 2023年5月22日（月）～5月31日（水） 

※締切日までに IELTS または TOEFL-iBT で、所定の点数を満たしたスコアを持っていることが必要です。 

※申込締切日から1週間以内に、メールにて結果をお知らせいたします。必ずメールをご確認ください。 

 

10．注意事項 

（１）【重要】今後新型コロナウイルス流行の再拡大が起きた場合、帰国勧告等の大学の指示には従っていただきますので

ご応募される方は予めご了承ください。 

（２）応募の時に「１学年（2セメスター）」を希望した場合、半期で留学を止めて帰国することは出来ません。 

（３）現地での1学期目・2学期目の両方とも「英語コースのみの履修」は出来ません。 

（４）正規科目履修学期には、1学期間に最低でも3科目以上履修することが必要です。（※ビザの要件上） 

（５）本プログラム参加学生は、本学所定の海外旅行傷害保険に加入することが義務付けられています。 

（６）各大学への入学願書の提出、ビザの申請、航空券の手配は、各学生個人で行う必要があります。 

（７）授業料等の費用は、2022年7月時点で各大学より提示された額であり、確定額ではありません。協定校の事情によ

り、予告なしに記載事項が変更になることがあります。 

（８）留学年次も本学への学費の納入が必要です。 

（９）「認定海外留学制度」に従った留学となりますので、同制度に従った扱いとなります。別途「認定海外留学制度」の

募集要項をよく読み、義務や注意事項をよく理解しておいてください。 

（10）参加が必須のオリエンテーションの実施を2回予定しています。日程は決定次第お知らせします。 

(11) 2023年度春学期の留学開始が、新型コロナウイルス流行の影響でできなくなった場合、留学開始の学期を 

1セメスター単位で後ろにずらすことが可能です。 

 

11．問い合わせ先 

 法政大学グローバル教育センター事務部国際交流課 市ヶ谷キャンパス 大内山校舎2F   

 （月~金 9:00-17:00 ※11:30-12:30は除く） TEL:03-3264-9662  Email:haken@ml.hosei.ac.jp 

【重要】新型コロナウイルス流行拡大の影響で、実施の可否が変更になることもあります。 

mailto:haken@ml.hosei.ac.jp

