
【重要①】新型コロナウイルスの世界的な感染拡大の影響により、現地パートナー大学側での卒業を目的としていない短期学部留学生（Visiting Study 
Abroad Program）の受け入れ中止や対面・オンラインのハイブリット授業継続の判断や留学生激減のため、語学研修機関廃止等が行われております。現地
パートナー大学 / 語学研修機関の受入状況や変更につきましては、確認の上随時ご案内させていただきます。最新情報は JSAF ウェブサイトよりご確認をお
願い致します。
【重要②】 オーストラリアおよびニュージーランドは順次入国状況が緩和されていますが、学部留学および語学留学は現地大学・語学研修機関に状況確認を
取りながらのご案内となります。現地大学・語学研修機関などの状況により、希望する大学・プログラムへの出願ができない場合があります。

当募集要項には、プログラムスケジュール、出願要件、募集人数など、2023 年度 JSAF スタディアブロードプログラム , 語学留学＋学部授業同時受講プログ
ラム（FLAP+/ フラッププラス）、語学力重点プログラム（FLAP ／フラップ）派遣生募集に関する情報 を掲載しています。
①まず、希望留学先大学の出願要件と、ご自身の平均成績や語学力を照らし合わせましょう。また、ご希望の留学期間にあわせて、スケジュー ルを設定で
きるオプションも用意されています。

②出願締切や出願残席につきましては、JSAF ウェブサイト上に公表しています。（www.japanstudyabroad.org） 出願は随時受付のため、希望大学が出願締
切前に募集終了になることがあります。早目の出願をお勧めします。

③出願を決定する前に、必ず JSAF にて無料留学カウンセリングを受けてください。出願方法や適切な大学・プログラムなどを詳しくご案内しま す。また、
出願には必ず保護者（保証人）の同意が必要です。前もってよく相談をしておきましょう。

④IELTS 公式テストについて：英語圏への留学に必要な英語 4 技能試験 IELTS 受験については、IELTS 公式テストセンター JSAF へご相談ください。 
一般財団法人 JSAF｜IELTS 公式テストセンター（JP112） 
東京（JP112）　TEL：03-6273-9356　FAX：03-6273-9357　〒169-0075 東京都新宿区高田馬場 1-4-15 大樹生命高田馬場ビル 3F
大阪（JP114）　TEL：06-6442-1106　FAX：06-6442-1106　〒553-0003 大阪府大阪市福島区福島 5-1-1 若杉西梅田ビル 701 
受験料：25,380 円（税込み / ペーパー受験）、26,400 円（税込み / コンピューター受験）申込締切：3 日前まで
IELTS 公式テスト予約はウェブサイトから https://jsaf-ieltsjapan.com/ (JSAF IELTS で検索 )
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プログラム種類

プログラムコース

◆オプション 1   2023 年 2-4 月から 2023 年 11-12 月または 2024 年 1月まで ( 春派遣 )
SAP
　・語学研修 ( 春 )　+　学部授業（秋）
　・学部授業又は語学研修（春）　+　語学研修又は学部授業（夏）+　 学部授業（秋）　※米国クオーター制大学のみ
　・学部授業 ( 春 )　+　学部授業 ( 秋 ) 　または 1学期学部授業（春）　※オーストラリア・ニュージーランド・南アフリカのみ
FLAP+
　・語学研修（春+夏）+ 　語学研修・学部授業同時履修（秋）
FLAP
　・語学研修（春+夏 +秋）

◆オプション 2   2023 年 3 月から 2024 年 3月まで ( 春派遣 )　※米国クオーター制大学のみ
SAP
　・学部授業又は語学研修（春） + 学部授業又は語学研修（夏）+　学部授業（秋）+学部授業（冬）
FLAP
　・語学研修（春+夏 +秋 +冬）

◆オプション 3   2023 年 5-6 月から 2023 年 12 月まで・2024 年 3月まで又は 2024 年 5-6 月まで ( 夏派遣 )
SAP
　・語学研修 ( 夏 )　+　学部授業（秋）（+学部授業（春））
　・学部授業又は語学研修（夏）+学部授業又は語学研修（秋）+学部授業（冬）（+ 学部授業（春））※米国クオーター制大学のみ
FLAP+
　・語学研修 ( 夏 )　+ 　語学研修・学部授業同時履修（秋）
FLAP
　・語学研修（夏+秋 +冬 +春）

春 ( 夏 ) 派遣（2 ～ 6 月出発）



全てのオプションに、プログラム修了後 1-2 週間～ 1学期、米国・南アフリカ・アジア各地域等でのボランティア /インターンシップ
プログラムをつけることができます。

大学別プログラムオプションは、「学部留学ガイド」、「語学留学ガイド（FLAP+）」　JSAF協定大学インフォメーション」下段「JSAF Program Options」をご参照ください。

応募資格
◆ 全プログラム共通応募資格

1. 日本国籍又は日本永住権を持つこと。( 派遣国との二重国籍を有する場合、出願条件が現地学生と同じになるか、大学によっては受
入ができない場合があります ) 
2. 文部科学省認可の大学に在籍していること (※①)。なお、留学時の学年次は、所属大学および学部の定める留学基準を満たしている
こと。 
3. 各派遣先国にて、支障なく大学での授業を受けられるだけの十分な健康状態および言語能力と学習能力があり、協定大学の定める
資 格を満たしていること (※②)。語学力が協定大学の定める基準に達していない場合は、語学研修を受けること。 
4. 法令又は公序良俗に反する行為をなすおそれのないこと。また、JSAF および受入大学が定める規則に従い、留学修了まで勉学に励
み 最善の努力をすること。 
5. 留学参加について保護者の同意とプログラム主旨の理解を得ていること。
6. Academic Recommendation（推薦状 ※SAP および FLAP+ のみ）および English Report（語学力評価表 ※SAP のみ）を用意できる
こと　※プログラムにより異なります。詳細は JSAF までお問い合わせください。
※①大学院在籍者および既卒者も出願可能な大学があります。

※②平均成績 (GPA) や IELTS/TOEFL スコアが満たない場合も、留学可能な場合がありますので、まずはご相談ください。

※現地大学の決定により、予告なく変更になることがあります。 ※合格難易度が高いため単願受付不可 / 学部長推薦書や各大学が求めるエッセイ等追加資料必要
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◆オプション 1  2023 年 7-9 月から 2023 年 11 月 -2024 年 1 月 ( 秋派遣 )
SAP
　・1学期学部授業（秋）
FLAP
　・1学期語学研修（秋）

◆オプション 2  2023 年 7-9 月から 2024 年 3月まで ( 秋派遣 )　※米国クオーター制大学のみ
SAP
　・語学研修又は学部授業（秋） +　学部授業（冬）
FLAP+
　・語学研修（秋） +　語学研修・学部授業同時履修（冬）
FLAP
　・語学研修（秋+冬）

◆オプション 3  2023 年 7-9 月から 2024 年 5-6 月まで ( 秋派遣 )
SAP
　・学部授業（秋）+学部授業（春）
　・学部授業（秋）+学部授業（冬）+学部授業（春）　※米国クオーター制大学のみ
　・語学研修（秋）+学部授業（春）
　・語学研修（秋）+学部授業又は語学研修（冬）+学部授業（春）　※米国クオーター制大学のみ
　・語学研修 ( プレ・セッショナル )7-8 月開始 +語学研修又は学部授業（秋）+学部授業（春）　※英国・アイルランドのみ
FLAP+
　・語学研修（秋） +　語学研修・学部授業同時履修（春）
FLAP
　・語学研修（秋+春）

◆オプション 4  2023 年 1-2 月から 5-6 月まで　又は 2024 年 1-2 月から 5-6 月まで ( 冬派遣 )
SAP
　・学部授業（春）
　・学部授業又は語学研修（冬）　+　学部授業（春）  　※米国クオーター制大学のみ
FLAP
　・語学研修（春）

◆オプション 5  2023 年 1 月から 8月まで　又は 2024 年 1月から 8月まで ( 冬派遣 )　※米国夏期履修可能大学のみ
SAP
　・学部授業（春）+学部授業（夏） 
　・語学研修（春）+学部授業（夏）　
　・語学研修又は学部授業（冬）+語学研修又は学部授業（春） + 学部授業（夏） 　※クオーター制大学のみ
FLAP
　・語学研修（春+夏） 

◆オプション 6  2023 年 1 月から 12 月まで　又は 2024 年 1月から 12 月まで ( 冬派遣 )　※米国夏期履修可能大学および英国特定大学のみ
SAP
　・語学研修（春）　+　学部授業又は語学研修（夏）　+　学部授業（秋）
FLAP
　・語学研修（春+夏）

秋 ( 冬 ) 派遣（7 月以降出発）



◆ 大学・プログラム別応募資格・募集人数 「学部」＝学部授業スタート　「語学」語学研修スタート ( 語学 +学部 )
「学期制」 セメスター制＝S　クォーター制＝Q　トリメスタ―制＝T
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「学部」＝学部授業スタート　「語学」語学研修スタート ( 語学 +学部 )
「学期制」 セメスター制＝S　クォーター制＝Q　トリメスタ―制＝T
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※★…出願基準等詳細は、JSAFまでお問い合わせください。



「学部」＝学部授業スタート　「語学」語学研修スタート ( 語学 +学部 )
「学期制」 セメスター制＝S　クォーター制＝Q　トリメスタ―制＝T
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※UKVI記載の大学は、IELTS for UK Visas and Immigration（UKVI)スコアが必要です。https://www.britishcouncil.jp/exam/ielts-uk-visa-immigration



◆注　記
注①　留学先の決定について
受入大学によっては、専攻の GPA や個別成績を重視する場合があります。入学の合否は、出願者が願書を提出した受入先大学がすべての判断をします。 通常、受
入先大学がすべての書類を受け取った後、12 週間～ 16 週間で合否が決まります。ただし、受入先大学の事情により、それ以上かかることも ありますのでご了承
ください。選考は、先着順に行われますので、出願締切日より余裕を持って出願してください。 

注②　プレステージ・スタディアブロードプログラム対象校への出願について
学長もしくは学部長からの推薦その他追加書類や条件があります。詳細は JSAF へお問合せ下さい。プレステージ対象校は、特に入学難易度が高いため、単願での
出願は受付できません。

注③　単位移行（認定）について
JSAF プログラムを通して取得した単位の移行（認定）については、在籍大学学内手続きと判断によります。単位認定に必要な情報や手続き、必要資料 などは必ず
出願前に在籍大学に確認をしておいてください。

注④　当募集要項記載の出願要件について
出願要件は、JSAF および現地受入機関の判断や事情により、事前の通告なく変更される場合があります。出願後に、出願要件変更により出願できなくなった場合
には、第 2 希望大学以下の大学へ切り替えて手続きを行います。

注⑤　JSAF スタディアブロードプログラム（SAP）での語学研修開始の注意点
「語学研修開始」の場合、前半期に語学研修を受講したのち、２学期目（またはそれ以降）に学部授業を履修しますが、現地語学研修受講中に、現地大学が定める
語学力要件を満たさないと、学部授業履修許可がおりません。出発までに当募集要項に記載される「学部開始」要件の語学スコアをクリアすることを目標に勉強を
進め、また現地語学研修期間には出席数を含め現地大学が定める要件を満たすように最善の努力をして頂きます。必要と判断されれば、手続きが間に合う場合のみ、 
IELTS / TOEFL® 基準の低い大学への手続きをします。なお、語学研修プログラムがキャンパスにない場合は、他の大学の語学研修を受講します。

注⑥　FLAP+ での学部授業履修について
当募集要項に記載されたスコアを取得していた場合でも、現地語学研修機関の判断により、予定していたクラスレベルに入れない場合、または出席不足や成績不良、
その他受入先大学・語学研修機関および FLAP+ 参加要件を満たさない場合、最終学期に語学研修授業と同時に学部授業を受けることが できない場合があります。
また、語学研修授業と並行して学部授業を履修するため、1・2 年生向けの基礎科目（Lower Division）を履修することになり、 受入先大学・語学研修機関の規定に
従って学部授業を選択します（クラス定員や事前履修条件などがあり、必ずしも、希望通りの学部授業が履修でき るとは限りませんので、ご了承ください）。

【条件】 
1.　語学研修での成績（平均 B 以上） 
2.　語学研修が定める最低出席数を上回ること 
3.　語学クラス担当教師又は語学研修機関ディレクターから大学への推薦状 
4.　JSAF からの推薦（JSAF への定期レポート等 JSAF からの派遣生としてふさわしいこと） ※成績不良や最低出席率を下回った場合、語学研修プログラムからの離
脱処分となります。この処分によって、滞在資格を即座に失い、国外退去処分 となります。

注⑦　FLAP+ を検討中で、TOEFL iBT スコアを取得済みの場合
FLAP+ は IELTS での出願受付となります。TOEFL iBT スコアで出願を検討している場合は、JSAF までお問い合わせください。

注⑧　FLAP+ での IELTS スコアについて
オーバーオールが基準を満たしていても、サブスコアが、1.0 以上の差がある場合は、条件付になります。出発の 8 週間前までに、0.5 以内のスコア提 出が義務づ
けられます。そのためにも、指定されたオンライン講座を受講してもらいます。再提出されたサブスコアが、1.0 以上の差があった場合は、 最終学期学部履修がで
きないこともある可能性があることをご了承ください。（語学研修期間中の勉学が重要になります。）

注⑨　受入大学によっては、夏期学部セッションからの受講を認めないところもありますので、事前にご確認ください。

注⑩　サラマンカ大学・スペイン研究ディプロマコースおよび PCI コース履修には、プレイスメントテスト受験が必要です。また、モジュラーコース では、英語
でのクラスがあり、受講する場合は TOEFL485 点程度の英語力が必要です。

注⑪　チェコおよびフランスプログラムは、英語で受講するプログラムです。フランスは、各受入大学での授業に加え、現地スタディ・センターでの授業履修も含
まれます。またフランスは、成績証明書は各大学が提携する米国の大学から発行されます。出願前にJSAFへ 相談および単位認定について在籍大学へご確認ください。

注⑫　大学院生・既卒生の出願について 
大学院生または既卒生の出願も原則可能ですが、事前に必ず JSAF にご確認ください。また、大学院生であっても、留学先では原則学部授業の履修と なります。

注⑬　TOEFL ITP® スコア取扱いに関する注意点 
・TOEFL ITP® で出願する場合、語学研修開始では最低 450 以上 ( 派遣先大学によって異なる )、学部授業から開始の場合は、最低 500 以上 ( 派遣先大学 によって異
なる ) が必要です。 
・TOEFL ITP® で出願する場合、予備出願の 1 年以内に受験したものが有効となります。 
・TOEFL ITP® は、JSAF で実施するテスト又はパートナー大学が実施するテストのいずれかに限ります。

注⑭　Academic Reference（学業評価表）および Language Report（語学力評価表）
お申込後、JSAF 指定本出願書類所定フォームにて、所属する学部・学科または担当・担当教員（教授、准教授など）に記入（英文）をしてもらってください。　
※プログラムによって異なります。

● JSAF 問合せ先 日本スタディ・アブロード・ファンデーション (JSAF) 
東京オフィス　〒169-0075 東京都新宿区高田馬場 1-4-15　 大樹生命高田馬場ビル 1F 
大阪オフィス　〒553-0003 大阪府大阪市福島区福島 5-1-1 若杉西梅田ビル 701　
TEL:03-5287-2941　FAX:03-5287-2943　 E-mail：info@japanstudyabroad.org
最新の募集要項は、随時ウェブサイト上でアップデートされます。https://japanstudyabroad.org 

●JSAF｜IELTS 公式テストセンター
東京（JP112）　TEL：03-6273-9356　FAX：03-6273-9357
　　　　　　　〒169-0075 東京都新宿区高田馬場 1-4-15 大樹生命高田馬場ビル 3F
大阪（JP114）　TEL：06-6442-1106　FAX：06-6442-1106
　　　　　　　〒553-0003 大阪府大阪市福島区福島 5-1-1 若杉西梅田ビル 701

受験料：25,380 円（税込み / ペーパー受験）、26,400 円（税込み / コンピューター受験）申込締切：3 日前まで
IELTS 公式テスト予約はウェブサイトから https://jsaf-ieltsjapan.com/  ( または JSAF IELTS で検索 )       
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