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セントマーチンズ大学（St. Martin's University） 担当教員：犬飼                               

概要（提携 1988年～     人数：    名） 

＜所在地＞ 

 

ホームページ：         

アメリカ合衆国(ワシントン州) 
 Saint Martin's University, 
 5000 Abbey Way SE, Lacey, WA 98503 USA  
 http://www.stmartin.edu/                  

＜沿革＞  1895年創立。聖ベネディクト教団の修道院学校として設置される。学生数 1,600名 

 1988年から提携を始め、これまでに約 400名の麗大生が留学している。 

 ワシントン州レイシー市にある緑豊かな広大なキャンパス。修道院もある。 

 学部に文系理系 25学科があり、大学院にも 7つの専門課程がある。日本人学生も多い。 

 2年生まではキャンパス内の寮への入寮が原則。学生対教員比率 12：1 

＜特色＞  

 

 

 

      

      

 交流協定によって設置された特別プログラム（SIR：Semester in Residence Program)

がある。徹底した少人数教育できめ細かい指導が受けられる。 

 ESLを取る学生全員に$2000/学期の授業料減免制度がある。(条件：Ｃ評価以上取ること) 

 1学期間または 2学期間在寮しながら留学する。留学中に期間の延長も可能。 

 規定の学費内で受けられるのは 7科目(ESL6科目＋外国語 1科目)のみ。 

 到着後のプレースメントテストの結果で、ESLのレベル別のクラスを受ける。 

 プレースメントテストの結果次第（目安；TOEFL ITP480点以上、TOEIC 560以上）で

ESLの授業とのコンビネーションで、学部の授業を 1～2科目聴講することもできる。 

その場合は聴講生としての授業料が適用され、差額を支払う必要がある。成績証明書は

発行されないが、担当教員に聴講証明書をもらい、麗澤大学の単位認定手続きをするこ

とができる。 

※学部の授業を履修したい者は Fall Semester に留学すること。Spring Semesterに留学する場合、現

地ではすでに授業が始まっているので通常の学期終了後に麗澤大学生のみでの授業が数週間行われる。 

 指導教員はベテランが多く、フレンドリーで親身な指導に定評がある。 

 オフィスアワーを利用して、ニーズにあった個別の指導が受けられる。 

＜学生寮＞  学生寮では原則的にアメリカ人学生との相部屋になる。 

 

＜生活＞ 

 

 

 キャンパス内にカフェテリアがある。 

 多くのイベントがあり楽しめる。 

 カンバーセーション・パートナー制度がある。 

 学生証でレイシー、オリンピアのバス路線を無料で利用できる。 

 歩いて 15分～20分のところにショッピングセンターやレストランがある。 

 レイシーからはシアトルやタコマも近い。キャンパスの北西にはオリンピア国立公園、

南東にはレーニア山国立公園があり、ハイキングやスキーを楽しめる。 

＜条件＞  英語 2専攻：2年生で留学する場合、TOEIC400点以上、累計 GPA1.5以上であること。 

3年生で留学をする場合、TOEIC450点以上、累計 GPA1.5以上であること。(申込時) 

 

＜留学期間＞  １年留学：2年次後期から、または、3年次前期からの 1年間(実質 9～10ヶ月)が望まし

い。 

 半年留学：2年次後期、3年次前期または後期の半年間(実質 4ヶ月)が望ましい。 

(春学期は 2月上～5月下旬／秋学期は 8月中旬～12月中旬。いずれの開始でも延長可。) 

＜奨学金制度＞ A学費減免交換留学（$2000/学期の授業料減免制度）  

B麗澤大学海外留学奨学金     

 

http://www.stmartin.edu/


2022.9.16

２年次～ ３年次～

4月中 秋学期募集説明会 4月

留学希望受付〆切

外国語学部教員による選考・留学許可

5月　　 5月

留学手続開始、必要書類提出(国際交流センター）

アメリカ学生ビザ申請説明会（国際交流センター）

渡航説明会 春学期終了

6月　　 （渡航案内、荷物、経費、保険、など） 6月

7月 7月

下 秋学期留学出発直前オリエンテーション

8月 8月

下 秋学期留学出発  8/22～12/16（2022年秋） 下

9月　　 9月

春学期募集説明会

10月上 留学希望受付〆切（国際交流センター） 10月

外国語学部教員による選考・留学許可

留学書類提出（国際交流センター）

11月 アメリカ学生ビザ申請説明会（国際交流センター） 11月

渡航説明会

（渡航案内、荷物、経費、保険など）

12月 12月

中 秋学期終了

1月 1月

春学期留学出発直前オリエンテーション

春学期留学出発　2023.1/30～5/26（2023年春）

2月 2月

上

3月 3月

セントマーチンズ大学（St. Martin's University)      　　　 担当教員：　犬飼　孝夫

・｢留学願」

・「誓約書」 保証人自筆署名・捺印

・｢留学支援アンケート」

・「留学目標シート」

・和文成績証明書（GPA付）

・TOEFL/TOEIC SCOREコピー

・パスポートコピー（A4で100％カラーコピー）

・英文財政証明書1通 ・Online Registration
＊Application fee（$60） Onlineでクレジット決済
＊Housing Contract ：Online登録

★Medical History Record (TB)

★Emergency Information & Immunization Record Form

・麗澤大学海外留学奨学金申請書類

・｢留学願」

・「誓約書」 保証人自筆署名・捺印

・｢留学支援アンケート」

・和文成績証明書（GPA付）

・TOEFL/TOEIC SCOREコピー

・パスポートコピー（A4で100％カラーコピー）

・英文財政証明書1通

・Online Registration ＊
Application fee（$60） Onlineでクレジット決済
＊Housing Contract ：Online登録

★Medical History Record (TB)

★Emergency Information & Immunization Record Form

≪★印は留学出発時に持参でもよい≫
・麗澤大学海外留学奨学金申請書類

帰国後2週間以内に単位認定手続き書類を提

出

・｢留学体験記」A4で2枚以上（写真添付）

・海外留学単位認定願

・留学先成績証明書

帰国後2週間以内に単位認定手続き書類を

提出

・｢留学体験記」A4で2枚以上（写真添付）

・海外留学単位認定願

・留学先成績証明書
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$1＝ 135

１）留学先での費用 ドル(半年） 金額(半年） 金額(1年） 支払い方法

Tuition(学費ESL) $2,980.00 ¥402,300 ¥804,600
※奨学金$2000/semester免除
(正規料金は$4980/semester)

Room (Double room ) $3,110.00 ¥419,850 ¥839,700 授業料その他の支払い方法：

Meals (Bronze meal plan) $3,585.00 ¥483,975 ¥967,950 授業開始2週間後に請求書が

Programming fee 発行され、現地で支払う。

Student Activity fee(学友会費) $140.00 ¥18,900 ¥37,800 ※1年留学希望者は、夏休み期間

Technology fee の滞在費が別途必要。寮、ホーム

ESL Recreation fee スティの選択可能。

Orientation fee $200.00 ¥27,000 ¥27,000

TOEFL fee

Health Center Fee $140.00 ¥18,900 ¥37,800

Room damage deposite $200.00 ¥27,000 ¥27,000 退寮時返金あり

Application fee $60.00 ¥8,100 ¥8,100 Onlineでクレジット決済をする

※教材費は含まれない

合計① $10,415.00 ¥1,406,025 ¥2,749,950

２）渡航費用(2023年概算）

航空運賃　東京／シアトル(片道) ¥126,700 ¥126,700 デルタ航空・2022.8.22出発の例

航空券取扱手数料 ¥5,500 ¥5,500

各地空港税・燃油サーチャージ・
国際観光旅客税 ¥46,000 ¥46,000 　※各自旅行社に支払う。

アメリカビザ申請料金＄160 $160 ¥21,600 ¥21,600

SEVIS費用(J-1)　$220 $220 ¥29,700 ¥29,700

学研災付帯海外留学保険 ¥34,460 ¥101,500 拡充プラン歯科付4ヶ月/11ヶ月の例

合計② ¥263,960 ¥331,000

留学費用概算　合計①＋② ¥1,669,985 ¥3,080,950

３）麗澤大学への納入金

授業料 ¥415,000 ¥830,000

施設費 ¥150,000 ¥300,000 期日までに廣池学園経理課へ振り込む。

学友会費　　1学期のみ納入 ¥6,000 （第1学期分3/31／第2学期分9/19）

後援会費 ¥30,000

合計③ ¥565,000 ¥1,166,000

留学費用概算　合計①＋②＋③ ¥2,234,985 ¥4,246,950

セントマーチンズ大学

留学費用(概算)（2023年秋学期の例)

オンラインでカード支払い
大使館指定レートによる
（$1＝140円計算）
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$1＝ 140

１）留学先での費用 ドル(半年） 金額(半年） 金額(1年） 支払い方法

Tuition(学費ESL) $2,980.00 ¥417,200 ¥834,400
※奨学金$2000/semester免除
(正規料金は$4980/semester)

Room (Double room ) $3,110.00 ¥435,400 ¥870,800 授業料その他の支払い方法：

Meals (Bronze meal plan) $3,585.00 ¥501,900 ¥1,003,800 授業開始2週間後に請求書が

Programming fee 発行され、現地で支払う。

Student Activity fee(学友会費) $140.00 ¥19,600 ¥39,200 ※1年留学希望者は、夏休み期間

Technology fee の滞在費が別途必要。寮、ホーム

ESL Recreation fee スティの選択可能。

Orientation fee $200.00 ¥28,000 ¥28,000

TOEFL fee

Health Center Fee $140.00 ¥19,600 ¥39,200

Room damage deposite $200.00 ¥28,000 ¥28,000 退寮時返金あり

Application fee $60.00 ¥8,400 ¥8,400 Onlineでクレジット決済をする

※教材費は含まれない

合計① $10,415.00 ¥1,458,100 ¥2,851,800

２）渡航費用(2022年概算）

航空運賃　東京／シアトル(片道) ¥126,700 ¥126,700 デルタ航空・2022.8.22出発の例

航空券取扱手数料 ¥5,500 ¥5,500

各地空港税・燃油サーチャージ・
国際観光旅客税 ¥46,000 ¥46,000 　※各自旅行社に支払う。

アメリカビザ申請料金＄160 $160 ¥22,400 ¥22,400

SEVIS費用(J-1)　$220 $220 ¥30,800 ¥30,800

学研災付帯海外留学保険 ¥34,460 ¥101,500 拡充プラン歯科付4ヶ月/11ヶ月の例

合計② ¥265,860 ¥332,900

留学費用概算　合計①＋② ¥1,723,960 ¥3,184,700

３）麗澤大学への納入金

授業料 ¥415,000 ¥830,000

施設費 ¥150,000 ¥300,000 期日までに廣池学園経理課へ振り込む。

学友会費　　1学期のみ納入 ¥6,000 （第1学期分3/31／第2学期分9/19）

後援会費 ¥30,000

合計③ ¥565,000 ¥1,166,000

留学費用概算　合計①＋②＋③ ¥2,288,960 ¥4,350,700

セントマーチンズ大学

留学費用(概算)（2023年春学期の例)

オンラインでカード支払い
大使館指定レートによる
（$1＝140円計算）
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セントマーチンズ大学                              

留学に際しての留意事項 

留学前 ・ 募集：4 月上旬/9 月下旬、申込〆切 4 月下旬/10 月上旬 

・ 何事も早めに準備し、書類等の提出期日を守ること。 

・ パスポート(写真、スタンプの押してあるﾍﾟｰｼﾞ）、入学許可書、海外留学保険などの重要書類は

必ず複数コピーをとり、別に保管しておくこと。 

・ 留学申込者は各種説明会、事前セミナー、出発前オリエンテーションなどに必ず参加すること。 

・ 持って行くと良いもの：正式の場で着用できる物、革靴、常備薬、旅行ガイドブック 

・ 2 年後期で留学する場合、留学先で 3 年以降の専門のコースゼミナールの申し込みをしなけれ

ばならない(10 月)。興味あるゼミの先生に留学前に話を聞いておく事。 

・ ＜2 年次後期に留学する場合＞留学時の必修科目については、各学部・学科で異なる。各自確

認の上渡航すること。 

・ 持病のある人は病歴、処方箋等を記した健康診断書(英文)を持参すること。 

・ Health Form に求められている各種検査を行い、必要な場合は予防接種を受けること。 

留学中 

 

 

 

 

 

 

 

帰国前 

 

期間の延長 

 

 

・ 到着後、メールで家族と麗澤大学へ連絡する。 

・ 到着後 1 週間以内に「在留届」を日本国総領事館に提出する事。（オンラインで手続き可） 

・ 留学中は定期的に担当教員及び国際交流センターに E-mail で近況を報告する。 

各セッション中に必ず一度は｢留学生現地レポート｣を送ること。 

・ 寮は基本的に２人部屋なのでルームメイトと協調して生活する。 

・ 留学中のアルバイト、車の運転は禁止。 

・ 旅行などでアメリカ国外に出るときは、必ず事前に再入国の手続きをすることを忘れない。 

・ 留学終了が近づいたら留学プログラム終了日から帰国日までの予定を両親と担当教員、国際交 

  流センターに知らせる。 

・帰国前に未払いの費用がないか必ず確認すること。メールボックスを閉じる手続をすること。 

 

  

     

   

 

 

 

 

帰国後 ・ 直ちに担当教員、国際交流センターまで連絡する。 

・ 帰国後 2 週間以内に、単位認定申請の手続きをすること。留学体験記は A4 で 2 枚（2400 字）

以上、適切なタイトルをつけ、一緒に掲載できる写真を 1~2 枚 jpg で添付し、国際交流セン

ターへメールで提出すること。 

・ 単位の互換状況を確認し、その後の履修計画を自己責任において立てる。 

・ 各種留学説明会、セントマーチンズ大学からの訪日団のお世話など積極的に参加すること。 

 

●留学期間の延長を希望する場合は、事前に担当教員と相談した上で下記を提出する事 

  ①留学期間延長理由および延長期間の学習計画について記した文書（*ワードで作成）   

   ②現地で受験した TOEFL 成績票（点数の満たない場合、現地教員の推薦文をもらう）、 

   ③「留学期間変更願」   

     ※1 学期目に履修したのと全く同じ ESL の授業を 2 学期目にとっても単位変換されない。 

※延長に関しての事務手続きは本人がセントマーチンズ大学にて行う。 

※保険期間を延長する旨を期限が切れる 1 ヶ月前までに旅行会社に連絡する。 
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