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STUDY ABROAD 年間スケジュール
TOEFL ITPⓇテスト
試験日

年間スケジュール

7月

遠い世界の、新しい出会いが、
あなたの未来を変える。

8月
9月

同志社大学グローバル・コミュニケーション学部英語コースでは、
国境や文化圏を越えたコミュニケーションを体得するために
1年次では、STUDY ABROADの準備をしながらコミュニケーション理論、
世界での英語使用について学び、コミュニケーション能力を伸ばします。
未知の世界があなたを待っています！
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第2回
SA先希望調査

第4回（全学共通）
8/24（土）
【京田辺】【今出川】

第5回（全学共通）
10/5（土）
【京田辺】【今出川】

渡航に係る各種手続き

第6回（全学共通）
11/9（土）
【京田辺】【今出川】
第7回（全学共通）
12/7（土）
【京田辺】【今出川】

保護者相談会

第8回（全学共通）
1/18（土）
【京田辺】【今出川】

2月
12月〜
翌年3月

第3回
7/13（土）
【京田辺】

SA先決定

1月
3月

第2回（全学共通）
6/8（土）
【京田辺】【今出川】

SA出発

帰

帰国報告、単位認定

2019年度 教員別担当大学
松木啓子：Winnipeg, Brock
玉井史絵：Newcastle, VUW
窪田光男：Arizona State, Utah, Deakin

必須

アメリカ
・The University of Utah
・University of Montana
・University of California, Riverside
・University of California, Davis
・Arizona State University

12月

個別相談

ＳＡ期間
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STUDY ABROAD 年間スケジュール

保護者説明会

留学申請書類作成

渡航前準備

11月

そして2年次は、いよいよSTUDY ABROADへ旅立ち！

第1回
SA先希望調査

成績確定後、選考

10月

STUDY ABROAD（海外留学）を必修としています。

第1回
4/20（土）
【京田辺】

地域別説明会
①アメリカ、カナダ
②イギリス、オーストラリア
ニュージーランド

必須

STUDY ABROAD 2019

6月

必須

5月

ＳＡ詳細紹介・ＳＡ先検討・申込み

4月

オリエンテーション

第9回
3月（日程未定）
【京田辺】

国

※出発及び帰国の時期はSA先により異なるため、各大学紹介ページを参照してください。

吉田優子／長谷部陽一郎：UC Davis, Vancouver Island
寺西隆弘：UC Riverside, Montana, Guelph
竹田宗継：Southampton, Sussex, Acadia

3

出発までの
カリキュラムの流れ

出発までのカリキュラムの流れ
皆さんが同志社大学グローバル・コミュニケーション学部に
入学をしたその時点から、
STUDY ABROAD
（SA）
に向けた準備は始まります。
１年次はSA先を決定し、
SAに備える大切な準備期間です。
出発までのカリキュラムの流れは次のとおりです。

2019
春学期

2019年4月〜9月まで

STUDY ABROAD 先決定までのプロセス
英語スキル系科目群

Threshold Seminar 1
英語コースではSAへの準備クラスとしてThreshold
Seminar1と2が設置されています。Threshold
Seminar1では、SAを含めた４年間の学習計画を立
てたり、それぞれの国の大学の概要を学んだり、異
文化理解とは何かについて考えたりしながら、志望大
学を決定していきます。

2019
秋学期

2019年9月〜2020年3月まで

STUDY ABROAD 先決定後の準備

Threshold Seminar 2

Communicative Performance 1
Progress in Reading 1
Progress in Writing 1

英語スキル系科目群

Preparation for TOEFL

専門講義系科目群

Preparation for Academic Study

専門講義系科目群

SA先の各大学ではESL、アカデミック・コースとも
に、TOEFL テスト、IELTSなどの検定試験による
受け入れ基準を設けています。このクラスでは、特
にTOEFL テストで高得点を取得することを目指
します。

Introduction to English-Speaking Cultures
では、英語圏の文化と英語の多様性を英語による講
義を通して学びます。次年度のSAに向け、世界の英
語と文化に関する知識を得るとともに、ノート･テイ
キングなどのアカデミック･スキルを身につけるねら
いもあります。

SA先大学で履修するアカデミック科目の準備とし
て 、社 会 、言 語 、文 化 それ ぞれ の 領 域におけるグ
ローバル・コミュニケーション学の基礎を学びなが
ら、文献リサーチ、批判的思考、論理的議論の展開
法、論文の書き方などを習得します。

Introduction to Japanese Cultureでは、日本
研究に携わってきた教授たちによる英語での講義を
通して、日本の社会や伝統・現代文化についての知
識を身につけ、理解を深めます。SA先の国々で、日
本について英語を使って発信できる能力を養うこと
を目指します。

１

オリエンテーション：自己紹介、
４年間の学びについて考える

２

自学自習室の活用法、e-learning教材の活用法

３

SAの概要の説明、4年間のカリキュラムについて

４

図書館の活用法

５

国別SA派遣先大学の説明①：アメリカ、カナダ

６

国別SA派遣先大学の説明②：イギリス、オーストラリア、ニュージーランド

７

SAの学習設計①：SAの目標、Application Formの書き方、第１回SA先希望調査

８

SAの学習設計②：各大学のCourse Catalogを調べる

９

Communicative Performance 2
Progress in Reading 2
Progress in Writing 2
英語の４技能の更なる向上を図るとともに、SAで必
要なアカデミック・スキルを身につけます。

■Threshold Seminar 2 のシラバス（予定）
１

オリエンテーション：SA手続きについて

２

出願書類、査証申請書類について

３

SA先の国の社会と文化①

４

SA先の国の社会と文化②

５

SA先の国の社会と文化③

６

日本文化の紹介①

７

日本文化の紹介②

８

Designning a Marketable Self

SAの学習設計③：２つの大学での学習と年間活動のシミュレーションを立てる

９

Manners and Ethics

10

SA後の学び：４年間の学習設計と卒業後の進路について考える

10

SA先での日常生活

11

Academic Skills①：エッセイ・ライティング

11

危機管理ガイダンス①：健康管理

12

Academic Skills②：ノート・テイキング

12

危機管理ガイダンス②：メンタルケア

13

Academic Skills③：異文化コミュニケーション

13

危機管理ガイダンス③：トラブル事例紹介、旅行傷害保険の使い方

14

SA先大学志望校決定のための個別相談①

14

渡航前全体オリエンテーション

15

SA先大学志望校決定のための個別相談②・第２回SA先希望調査

15

渡航直前オリエンテーション

◎SA先は、主として第２回TOEFL ITP®テストの成績と１年次春学期のGPA、及び第２回SA先希望調査から
総合的に判断し、９月に最終決定されます。行きたい国の大学についてわからないことがあれば、オフィ
ス・アワーなどを利用して担当の先生と相談してください。

4

◎SA先が決定した後は、主としてThreshold Seminar２のクラスでの学習活動を通して、SAの準備をしま
す。SA先の国の文化や異文化理解について学ぶとともに、現地での危機管理やメンタルヘルスなど、SA
期間中の生活に必要な知識を習得します。
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出発
STUDY ABROAD

■Threshold Seminar 1 のシラバス（予定）

先決定
STUDY ABROAD

英語の「読む・書く・聞く・話す」という４技能を向上さ
せて、SAに必要な英語力を身につけます。

SAについての具体的な準備を進めながら、SA先の
国の文化や社会に関するリサーチ活動を行い、その
結果について英語でプレゼンテーションします。SA
先での大学生活や日常生活を円滑に営むために必
要な知識を身に付け、異文化理解へと結び付けてい
くのが目的です。

STUDY ABROAD 先の大学紹介

に必要な検定試験

SA先の各大学では受け入れに際して、検定試験の基準点を設けています。
検定試験には次のようなものがあります。

TOEFL ITPⓇテスト

Test of English as a Foreign Language, Institutional Testing Program

TOEFL ITPⓇテストはTOEFLⓇテスト作成元であるEducational Testing Service（ETS）
が提供する団体向けテストプログラムです。同志社大
学では年8回、実施されています。ITPのスコアには公的な効力はありませんが、多くの大学ではESL（English as a Second Language）
に入学す
る場合に限り、
これを受け入れの基準として認めています。グローバル・コミュニケーション学部では、SA先を決定するにあたって、英語コースの全員が
4月と7月に行なわれるTOEFL ITPⓇテストの受験を必須としています。4月のITPは自分の実力を把握し、
学習の指針とすることを目的とし、
7月のITP
はSA先決定の基準点となります。この２回分は、申し込み手続きは学部が一括で行いますので、個別申し込みは不要です。受験しなければ、SAの申請
に支障をきたしますので、十分に注意してください。

イギリス >> P28
University of Southampton
University of Sussex

カナダ >> P18
Acadia University
The University of Winnipeg
University of Guelph

http://international.doshisha.ac.jp/toeﬂ̲ielts̲toeic/toeﬂ̲itp/toeﬂ̲itp.html

Brock University

Test of English as a Foreign Language, Internet-Based Test
カナダ

■テスト全般に関する
（オンライン申込を含む）詳細はこちら
Educational Testing Service（ETS）
http://www.ets.org/toeﬂ

イギリス

TOEFL iBTⓇテストはインターネットによるTOEFLの試験で、
この試験で獲得したスコアは英語能力を証明するものとして、
英語圏の多くの大学や大学
院で認められています。
「読む」
「聞く｣「話す｣「書く」の４セクションで構成され、
テストセンターで1人1台コンピュータが割り当てられ、全セクションを
コンピュータ上で受験します。テストの所要時間は4〜4.5時間です。
SA先において、
アカデミック・コースから入学する場合には、
受け入れの条件としてこのTOEFL iBTⓇテストでの基準点以上のスコアを要求されるケー
スがあり、
アカデミック・コースから始めたいと考えている人は、
SA先大学にApplicationを送る時期までに、
このiBTを受験する必要があります。また、
ESLから始める予定の人も、なるべく早くアカデミックへ移行するためには、
このiBTのスコアが不可欠です。英語コースでは全員が1年生のあいだ
に最低1回は受験することを強く推奨します。
■郵送・電話での申込等はこちら
プロメトリック株式会社
http://ac.prometric-jp.com/toeﬂ/jp/online.html

アメリカ

University of California, Riverside
University of California, Davis

The University of Newcastle

Arizona State University

Deakin University

ニュージーランド

International English Language Testing System

英語圏への留学を目指すにあたって、TOEFLⓇテストと同じくらい重要なのがIELTSです。IELTSは海外留学や研修のために英語力を証明す
る際に使うことができるテストです。IELTSには２つのテスト形式があり、大学や大学院への留学を目指す場合は「アカデミック・モジュー
ル」を、英語圏で学業以外の研修を考えている場合や、オーストラリア、カナダ、ニュージーランドへの移住申請をする場合は「ジェネラル・
トレーニング・モジュール」を受験するのが一般的です。
試験の結果はBandで表示され、総合力の他、リスニング、リーディング、ライティング、スピーキングの分野別にBand1〜9の得点域で表
示されます。英語圏の高等教育機関への入学許可を受けるには、通常5.5〜7.0のグレードが必要となります。
イギリスへのSAを希望する場合は、IELTS for UK Visas and Immigration (Academic)を必ず受験してください。IELTSは日本英語
検定協会とブリティッシュ・カウンセルが別々にテストを実施していますが、イギリスへのSAに必要なIELTSはブリティッシュ・カウンセル主催の
テストとなっています。また、5月に説明会を実施しますので、参加してください。

ニュージーランド >> P36
Victoria University of Wellington

■IELTS for UK Visas and Immigration の詳細はこちら
https://www.britishcouncil.jp/exam/ielts-uk-visa-immigration
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オーストラリア

University of Montana

オーストラリア >> P32

TOEIC及びTOEFLはエデュケーショナル・テスティング・サービス(ETS)の登録商標です。この印刷物はETSの検討を受けまたはその承認を得たものではありません。

■テスト全般に関する詳細はこちら
http://www.eiken.or.jp/ielts/

>> P8

The University of Utah

■一般的な案内はこちら
国際教育交換協議会（CIEE）TOEFL事業部
http://www.cieej.or.jp/toeﬂ/index.html

IELTS

アメリカ

Vancouver Island University

■同志社大学実施のTOEFL ITPⓇテストの詳細はこちら

TOEFL iBTⓇテスト

STUDY ABROAD先の大学紹介

STUDY ABROADに必要な検定試験

STUDY ABROAD

7

アメリカ合衆国

STUDY ABROAD

Study Abroad

The University of Utah
基本情報
University of Utahは1850年 に 設
立されました。 所在地はUtah州の州

体験記

この経験が私の人生における大きな財産になったと
胸を張れるようこれからに生かしていきます。

都Salt Lake Cityです。 北 東にはロ

酒井 将之さん

ッキー山脈、南西にはアリゾナに続く
砂漠の大地が広がります。西の方角に
が見渡せる小高い丘の上に建っていま
す。学生総数は約30,000人の総合大学
で、約2,000人の留学生が世界中から集
まっています。学士課程には70以上の
専攻があり、ビジネス、コンピュータ
価を得ています。Salt Lake Cityはモ
ルモン教徒が開拓したことで有名です
ＵＲＬ

が、University of Utahは 宗 教 的に

http://www.utah.edu/

は中立の州立大学です。

（course catalog: http://catalog.utah.edu/）

所 在 地 Salt Lake City, Utah 84112, USA
創 立 年 1850年
営 公立

学

費 【2018年度 例】ELI + Academic：$ 19,800（コースにより異なる）

滞在方法 ホームステイ

空港からのアクセス

レベル別の履修形態

●ケース２（TOEFL ITPⓇテスト 550+）
３月上旬〜５月中旬：ELI Courses
５月中旬〜８月上旬：Academic
８月下旬〜12月中旬：Academic

また、宗教という面でも価値観は広がりました。ユタ州は、キ

留学＝英語力の向上というのが、一般的に今の日本における

リスト教の一派であるLDS（モルモン教）を信仰している人が

留学の意義とされている気がします。私自身もそれを目的で留学

多く、実際私のホームステイ先もLDS信者でした。日本人の多

しましたし、もちろん「英語力」が中心であるとは思いますが、

くにとって宗教は身近ではないため、怖さに似た感情を抱く人も

それ以上に得られてよかったと思えるものがあります。それは世

多いと思いますが、海外の人と関わる上で宗教の教養は欠かせ

界中の多様な人を知る事により得られた、自分の中の新たな価

ません。特にLDSは生活と密接に関わっていることもあり、私

値観です。普段何気なく生活していると、違いというものは少な

の中で宗教は身近な存在となり、その中で思いがけない共通点、

からず出てきます。私は海外経験がありましたが、それでも留学

新たな価値観などを見つけ、他の留学先ではなかなか味わえな

当初はその一つ一つに過剰に反応してしまっていました。しかし

い経験をしました。

色々と経験していく中で自分の予想を良い意味でも悪い意味で

約10か月の留学生活は、辛いことも多かったですが、それ以

も超えてくる彼らの価値観を否定せず、吸収し、それを自分に生

上に得たものがあり、留学してよかった、ユタ大学を選んでよか

かすことができるようになっていきました。

ったと心から思える
ものでした。この経

ユタ大学はTOEFLを550点以上取得していればアカデミックを

運

●ケース１（TOEFL ITPⓇテスト 520-549）
３月上旬〜５月中旬：ELI Courses
５月中旬〜７月中旬：ELI Courses
８月下旬〜12月中旬：Academic

ができました。

５月から始めることができ、私はそのうちの一つとしてディスカッ

験が私の人生におけ

ション形式の授業を履修しました。取り上げる内容自体難しく、

る大きな財産になっ

英語力のなさを痛感する授業ではありましたが、それ以上に戸惑

たと胸を張れるよう

ったのは他者と異なる意見もはっきりと発言することでした。現

これからの人生に生

地の学生は相手の意見を尊重しつつ反論するのに長けていて、

かしていきます。

言語力以上に発言力の差を感じました。この授業を含め、現地

最寄りの空港はSalt Lake City空港です。日本からはLos Angeles経由、もしくはSan Francisco経由で約10時間程度、それ
ぞれの乗り換え空港からSalt Lake City空港までは約１時間半か
かります。空港から大学まではシャトルバスで約30〜40分程度かか
ります。電車やバスはありません。

＊Academic履修条件：TOEFL iBT®テスト 80（TOEFL ITP®テスト550）IELTS 6.5以上
または成績優秀者に対するELIからの推薦
＊渡航時３月に上記アカデミック履修条件を満たしていない学生は、
渡航後４月に現地のTOEFL ITP®テスト受験が可能（現地での申込要）

キャンパス

Salt Lake Cityについて

Salt Lake Cityの街の北に位置するキャンパスでは、図書館、ス

約100万人規模（郊外を入れると200万人）の大都市です。2002年

チューデントユニオン、メディカルセンター、ジムなど、勉学と毎日

に冬季オリンピックの開催地であったこともあり、国際的なイベントが

の生活に必要な設備が完備しています。広大なキャンパスにはフリー

今でも実施されています。町の中心から１時間ほどで世界的に有名

バスが走っています。また、キャンパスと町の中心部を結ぶ路面電車

なスキー場も行くことができます。モルモン教徒が開拓した歴史は興

も走っています。８月以降からはキャンパス内の寮に住むオプション

味深く、町全体がこうした歴史と文化、そして、国際色の両側面を兼

もありますが、到着の３月から８月まではホームステイしかできませ

ね備えています。ちなみに日本からは、明治４年に岩倉具視使節団

ん。その場合、ホームステイの場所にもよりますが、こうした路面電

が公式訪問をしています。

車を始めとする交通手段は非常に便利です。

現地スタッフからのメッセージ
The English Language Institute and the University of Utah are happy to welcome you to our program. Living in a different
culture is a life changing experience. We know that you will find Salt Lake City to be a beautiful, friendly and safe place to
live and study. As Mark Twain said, ‘Twenty years from now you will be more disappointed by the things you didn’t do than
by the ones you did do. So catch the trade winds in your sails and … sail away from the safe harbor. Explore. Dream.
Discover.’ Looking forward to helping you explore, dream and discover in Utah.

George Plautz
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アメリカ

サイエンス、政治学、生物学で高い評

の学生とともに受ける授業では今までとは違った視点で学ぶこと

世界中の多種多様な人を知り得たという自分
の中の新たな価値観を得ることができました。

The University of Utah

The University of Utah

Great Salt Lake（大ソルトレーク湖）

アメリカ合衆国

STUDY ABROAD

Study Abroad

University of Montana
基本情報
University of Montana は1893年
に設立されました。ロッキー山脈の麓

体験記

私はモンタナ留学を選んだ自分を誇りに思います。そして、この
とても素敵な街、ミズーラで過ごした時間は私の宝物です。

の町 Missoulaの中心的存在であり、

高橋 未莉衣さん

81ヘクタール（東京ドーム17個分の広
さ）の敷地に広がるキャンパスは広々
修士課程、博士課程を含む合計170以
上のプログラムを提供する州立総合大
学で、約15,000人の学生が勉強してい
ます。 留学生は約500人で約80の国々
から集まります。土地柄、環境学、森
知られていると同時に、コミュニケーシ
ョン、ジャーナリズム、英語学でも高く
ＵＲＬ

評価されています。 特にジャーナリズ

http://www.umt.edu/

ムの分野からは、過去に８名のピュー

（course catalog: http://www.umt.edu/catalog/）

リツァ―賞受賞者を輩出しています。

所 在 地 32 Campus Drive, Missoula, MT 59812, USA
創 立 年 1893年
運

営 公立

学

費 【2018年度 例】ELI + Academic：$ 20,990（コースにより異なる）

滞在方法 寮

空港からのアクセス

レベル別の履修形態
●ケース１（TOEFL ITPⓇテスト 450-469）
３月上旬〜５月中旬：ELI Courses
５月中旬〜７月下旬：ELI Courses
８月下旬〜12月中旬：ELI Courses and/or Pathway Program
●ケース２（TOEFL ITPⓇテスト 470-524）
３月上旬〜５月中旬：ELI Courses
５月中旬〜８月下旬（ELIは７月中旬まで）
：ELI Courses and/or
Pathway Program
８月下旬〜12月中旬：Pathway Program and/or Academic

モンタナは自然豊かな場所で日本にはない美しい景色を目に

ことができ、勉強と人と交流する時間のバランスが取りやすいと
思います。
モンタナ大学での留学生活は毎日新しいことであふれていまし
た。その中で、
私は勉学だけでなく国境を超えた友達を作ることと、

することができます。そして、ハイキング、スノーボードなどの

何事にも積極的に挑戦してみることの大切さを学びました。この

アウトドアスポーツをたくさん経験することができます。アウトド

体験記ではモンタナ大学留学の良さを全て伝えることはできませ

アスポーツの種類とスケールは、圧巻の一言です。そして何より

んが、一つだけ皆さんに伝えたいことは、私はモンタナ大学留学を

もこの街ミズーラはどの街にも負けないほどフレンドリーな街で

選んだ自

す。英語が話せるか話せないかに関係なく、たくさんの人が笑

分を誇り

顔で話しかけてくれます。留学中に辛いことがあった時も、私は

に思いま

この街のフレンドリーさにいつも助けられていました。とても都

す。 そし

会とは言えませんが、その分みんなが人との関わりをとても大事

て、この

にしていると思います。また、大学のほとんどの学生が寮に住ん

とても素

でいるため、学生同士でご飯を食べたりフロアごとのイベントが

敵な街、

あったりと友達を作る機会が多くあります。モンタナ大学留学で

ミズーラ

はホームスティをすることはできませんが、現地の家族と関わる

で過ごし

プログラムがあるのでアメリカンホームカルチャーも経験するこ

た時間は

とができます。そして、寮が大学内にあるため、帰宅時間を気

私の宝物

にすることなく図書館やスタディラウンジで夜遅くまで勉強する

です。

キャンパス

Missoulaについて

最寄りの空港はMissoula空港です。日本からはSeattle経由、

学生は全員寮に入るのが原則で、図書館、スチューデントユニオ

ロッキー山脈の麓の町Missoulaはモンタナ州第２番目に大きい町

もしくは、San Francisco経由で約10時間程度、それぞれの乗り

ン、メディカルセンター、ジムなど、勉学と毎日の生活に必要な設備

と言いながらも、非常にのんびりした印象の環境です。歴史的には

換え空港からMissoula空港までは約１時間半かかります。空港か

が完備されています。到着後に勉強するELI（English Language

林業が中心の町でしたが、現在の町の中心は大学と観光となっていま

ら大学まではタクシーで約15分（料金は約＄25）かかります。電車

Institute）とInternational Officeは隣接しているので、勉学上、

す。人口は57,000人程度で、大学の回りには美しい河が流れ、カヤッ

やバスはありません。

または、生活上の質問があれば気軽に現地スタッフに聞ける環境にあ

クなどのスポーツやフィッシングが盛んです。大学から歩いて行ける

ります。また、アカデミックに移った後の留学生を対象にした現地ス

ダウンタウンにはファッショナブルなイメージはありませんが、雰囲気

タッフもアクセスのよいオフィスに常駐しています。広大なキャンパス

がよく、充実したブックストアや落ち着いたカフェがあります。

内の移動にはフリーバスがありますが、自転車のレンタルも無料でで

●ケース３（TOEFL ITPⓇテスト 525+）
３月上旬〜５月中旬：ELI Courses
５月中旬〜12月中旬：Academic

きます。大学の周りの環境もよく、ダウンタウンにも歩いて行くこと
ができます。

＊Pathway Program履修条件：TOEFL iBT®テスト 52（TOEFL ITP® テスト470）以上
＊Academic履修条件：TOEFL iBT®テスト 70（TOEFL PBT®テスト525）以上
またはELI（Level 6）での成績優秀者に対するELI推薦
＊渡航後、５月のTOEFL ITP®テストの受験はプログラムに含まれる予定

現地スタッフからのメッセージ
I am the Sponsored Program Specialist at the University of Montana (UM) in the office of International Students and
Scholars. I support all incoming international study abroad students at UM and love helping them make the most out of their
time in Missoula by connecting them with the community and services that UM provides. I enjoy hiking and snowboarding in
the mountains of Montana, and look forward to meeting all of you!

Bodhi Murphy, Sponsored Program Specialist at the University of Montana
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アメリカ

アメリカ

林学、自然資源学などの分野で全米に

この街ミズーラはどの街にも
負けないほどフレンドリーな街です。

Univesity of Montana

University of Montana

として美しく、とても印象的です。学部、

アメリカ合衆国

STUDY ABROAD

Study Abroad

University of California, Riverside
基本情報
UC Riverside は1907年 に University of Californiaの柑橘類研究所と

空や山だけでなく、人も魅力的で、皆優しい。
UCRに留学して本当に良かったです。

して設置され、1959年に独立した１キ

Humanities, Arts and Social Sciences、College of Natural and
Agricultural Sciencesという３つの
カ レ ッ ジ と、School of Business
AdministrationとGraduate School
of Educationという２つの専門職大
School of Medicineが発足しました。
現 在 の 学 生 数 は 学 部 が 約20,000人、
ＵＲＬ

大学院生が約3,200人で、そのうちの

http://www.ucr.edu/

3,000人以上が留学生です。アメリカの

（course catalog：http://registrar.ucr.edu/registrar/schedule-of-classes/catalog.html）

大学ですが、カリフォルニア大学の他

所 在 地 900 University Ave. Riverside, CA 92521

校同様、教育、研究ともに高い評価を

創 立 年 1959年

受けています。またアメリカで３番目

運

営 公立

学

費 【2018年度 例】ESL + Academic：$ 21,500（コースにより異なる）

滞在方法 ホームステイまたは寮

●ケース２（TOEFL ITPⓇテスト 530-549 or
TOEFL iBTⓇテスト 71-78）
３月下旬〜６月中旬：ESL and/or Extension Courses
６月下旬〜９月中旬：Extension Courses
９月中旬〜12月中旬：Academic and/or Extension Courses

に人種的・民族的多様性が高い大学で
す。

UCRはクォーター制の大学で、僕はリバーサイドで３クォータ
ーを過ごしました。
最初のクォーターは、エクステンションセンターで行われてい
る語学学校で主に英語の勉強をしました。レベルが400,500,600
に分かれており、自分のレベルをクリアすると次のクォーターに
レベルが上がるという仕組みになってます。授業は、メインのク
ラスは９時から12時の間にあり、二つのクラスに分かれています。
それらの授業の他に選択授業が午後に行われます。600の次は、
メインキャンパスで授業を受けることができますが、春夏冬と留
学する場合、夏からメインキャンパスのコースに行くことができ
ないので、夏は大学のエクステンションセンターのみでクラスを
取ることになります。
エクステンションとメインキャンパスの 授 業は、 多 様 性に
富んでいます。 エクステンションで一番面白かった授業は、
Introduction to Design と い う 科 目 で、Illustrator や
Photoshopを使いデザインの方法を学びました。課題ではポス
ターを作ったりと、楽しい事が多かったのを覚えています。メイ
ンキャンパスの授業は、ほとんどの授業が80分のクラスで週２回
あります。内容の濃い授業が多く大変でしたが今では良い思い

出となっています。UCRへ行く人は、最初のクォーターからメイ
ンキャンパスの授業を取ることを目指してください。
僕はInternational Village（IV）という寮に滞在しましたが、
徒歩５分程のところにUniversity Village というレストランやカ
フェがあるエリアがあります。そのエリアにある、よく通ったレス
トランをいくつか紹介します。まず、Manna grill という韓国系
レストランのプルコギプレートは、ダブルライスを頼むとサイドに
ついているキャベツの代わりにご飯を大盛りにすることが可能で
味も絶品です。次にRay s Pizzaというピザ屋ではザ･アメリカ風
のチーズピザがいただけます。また、
Poke Barでは玄米、
サラダ、
野菜、魚介類など栄養たっぷりの食事が提供されています。
そして何より、UCRに留学をする人には空を見て欲しいです。
僕は毎日、何も考えず空を30分程度眺める時間がとても好きで
した。日本の空に比べ、その壮大さに感動しました。夕焼けが
特に綺麗で、山がオレンジ色に染められている景色は忘れる事が
できません。空
や山だけでな
く、人も魅力的
で、 皆 優しい。
UCRに 留 学 し
て本当に良かっ
たです。

空港からのアクセス

レベル別の履修形態
●ケース１（TOEFL ITPⓇテスト 500-529 or
TOEFL iBTⓇテスト 61-70）
３月下旬〜６月中旬：ESL Courses
６月下旬〜９月中旬：Extension Courses
９月中旬〜12月中旬：Academic and/or Extension Courses

総合大学としては比較的新しい部類の

内容の濃い授業が多く大変でしたが
今では良い思い出です。

最寄りの空港はOntario空港ですが、日本との直通便がないた
め、Los Angeles国際空港を経由し、そこからハイウェイで移動

キャンパス

Riversideについて

するのが一般的です。 所要時間は約１時間半です。UC River-

図書館やStudent Union、Cafeteria等多くの設備が整っており、

ほとんど雨の降らないカリフォルニアの砂漠地帯に19世紀終わりか

side Extensionが片道$100で空港からキャンパスまでの送迎を

正規の学生と同じように利用することが可能です。また広大なキャン

ら20世紀にかけて柑橘類の栽培が始まったことをきっかけに発展して

請け負っています。Riversideの中心地区にAmtrakの駅があり、

パスを安全に移動できるよう、夜間にはエスコートサービスが利用で

きたのがRiversideです。Los Angelesのような大都市の喧噪から

きます。キャンパスの外にもUniversity Villageと称する施設があ

離れ、学習や研究に集中しやすい街と言えるでしょう。そのためかUC

Los Angelesとの路線が存在しますが、便は限られています。

●ケース３（TOEFL ITPⓇテスト 550+ or
TOEFL iBTⓇテスト 79+）
３月下旬〜６月中旬：Academic
６月下旬〜９月中旬：Extension Courses
９月中旬〜12月中旬：Academic

り、１階に様々な種類の飲食店や商店が入っています。University

Riverside以外にも３つの大学がこの地にキャンパスを構えていま

Villageには映画館もあり、平日の午前中には授業用教室として活用

す。交通に関してはバス路線もありますが、住民の基本的な移動手

されています。１年間の滞在の形態としてはホームステイの他、キャ

段は自家用車です。UC Riversideでのホームステイ・プログラムに

ンパスに隣接した学生レジデンスに入居することも可能です。

はホストファミリーによるキャンパスへの送迎が組み込まれています。

現地スタッフからのメッセージ
On behalf of the University of California, Riverside, I welcome you to the USA and to the University of California. The visiting
student program you will be joining has been designed especially for you. By improving your English language skills, taking
academic classes at the University of California, Riverside and studying with American students, you will gain the skills and
knowledge necessary for your successful future study and work in Japan or abroad.

Jean-Bernard Adrey
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アメリカ

アメリカ

学院を持っています。その他、近年、

久保田 晴智さん

lege of Engineering、College of

University of California, Riverside

University of California, Riverside

ャンパスとなりました。Bourns Col-

体験記

アメリカ合衆国

STUDY ABROAD

Study Abroad

University of California, Davis
基本情報
University of California, Berkeleyの農学専門学校として1909年に開設

体験記

一生忘れられない一年を
デービスで過ごせたと思っています。

され、1959年に１キャンパスとして独
University of California, Davis

al and Environmental Sciences、
College of Engineering、College
of Letters and Science、College
of Biological Sciencesという４つの
カレッジと、School of Education、
School of Law、Graduate School
of Management、School of Medcineという５つの専門職大学院を持っ
ている総合大学です。これらの組織に
ＵＲＬ

より104の学部専攻課程と90以上の大

http://ucdavis.edu/

学院プログラムが提供されています。

（course catalog：http://catalog.ucdavis.edu/programs.html）

創 立 年 1959年
運

営 公立

学

費

Track 1 へ

ていても、時間を巻き戻したい気持ちで一杯になるような充実し

は、ある程度英語に自信があり、英語で興味のある専門分野を

た毎日を過ごせました。様々な分野で尊敬できる友達を多く作

徹底的に学びたかった私にとって一番魅力的な留学先でした。

れたのは留学のおかげです。そして、その友達とはこれから先

留学が始まり、映像に興味があった私は、春から秋にかけて映

も繋がって

像の授業を必ず一つ取ることにしました。その結果、映像業界

いきたいと

大学院生が約6,800人で、そのうち約

とは、大きな成果でした。具体的には、有名なプロダクションデ

修授業と友

2,800人が海外からの留学生です。生物

ザイナーとして活躍している教授の指導で実際にカメラを手に持

達のおかげ

で有名ですが、教育学にも定評があり
生がおり、East Asian Studies関連

ち、映像を編集する実戦的な授業などがあり、大変良い経験と

で一生忘れ

なりました。

られない一

また、最初は気づきませんでしたが、授業以外の大きな収穫

年をデービ

もあります。デービス校のような知名度の高い大学には、自分

スで過ごせ

には到底及ばない努力家の学生がたくさん在籍していて、特に、

たと思って

日本から留学している人達はハードな授業をこなしつつ、就活に

います。

空港からのアクセス

Spring Quarter
Fall Quarter
Ⓡ
●
ケース１（TOEFL ITPSummer
テストSessions
500-529 or
TOEFL iBTⓇテスト 61-70）
Full-Time
３月下旬〜６月上旬：GSP
Preparation Program
Full-Time
Full-Time
Academic Credit
Academic Credit
Academic Credit
Track 1
６月下旬〜９月上旬：Summer
Program)
Track 1 Session (GSP Preparation
Track 1
(TOEFL550-)
９月下旬〜12月中旬：
Part-time Academic /
Part-time non-credit ESL (TOEFL 530-549)
Full-time
Academic Credit
(TOEFL 550+)
Score 550 以上
Full-Time
Full-Time
Academic Credit
Track 1

●ケース２（TOEFL ITP テスト 530-549 or TOEFL iBT テスト 71-78）
学内 Part-time Academic / Part-time
３月下旬〜６月上旬：
TOEFL
Score 530-549
550 以上
ESL
受験 non-credit
Track 2 へ
Track 1 へ
６月下旬〜９月上旬：Summer Session
GSP Preparation
学内
Program
(GSP Preparation
TOEFLProgram (TOEFL 530-549))
Score 530
(TOEFL500-530)
受験
(Full-time
未満 Academic Credit (TOEFL 550+))
530 to 549
GSP
９月下旬〜12月中旬：Full-time
Academic
Track 2 へ
Preparation
Ⓡ

アカデミックの授業を受けられるカリフォルニア大学デービス校

思っていま

の科目が多く存在します。

レベル別の履修形態

Academic Credit
Track 2
(TOEFL530-549)

たのだと留学を終了した今、実感しています。出来ないと分かっ

す。私は履

ます。また、約600人の日本語専攻学

滞在方法 ホームステイ

そんな時間や 繋がりが、実際には私の留学の一番の成果だっ

内の一年でどれだけ自分が成長できるかでした。留学して直ぐに

同じ映像に興味がある海外の学生と意見交換や交流ができたこ

学、農学を中心とした理系分野の研究

【2018年度 例】ESL + Summer session + Academic：$ 20,475
（コースにより異なる）

した。

私が留学するにあたり、一番重視したのは大学生活四年間の

で働いている教授から学んだ多くの知識が身に付いたのは勿論、

現在の学生数は学部生が約28,000人、

所 在 地 One Shields Avenue, Davis, CA 95616

も力を入れていました。また、２年生の私にも為になる知識と
アドバイスをくれましたし、一緒に時間を過ごし面倒をみてくれま

Ⓡ

Program

●ケース３（TOEFL ITPⓇテスト 550+ or TOEFL iBTⓇテスト 79+）
３月下旬〜６月上旬：Full-time
Academic
Full-Time Academic Credit: Track 1 12～13単位のアカデミック・コース
６月下旬〜９月上旬：Summer
Session (Full-time Academic Credit)
Full-Time Academic Credit: Track 2 アカデミック・コース(8～9単位)と言語のコース (4単位)
９月下旬〜12月中旬：Full-time
Academic
ESLとアカデミック1～2科目

San Francisco国際空港からUC Davisキャンパ
スまではDavis Airporterという会社のシャトルバス

キャンパス

Davisについて

UC DavisのキャンパスはDavis駅の西、徒歩で15分程度のところ

Davisは比較的小さな大学町ですが、その分、様々な商店や施設

$80、所要時間は渋滞がなければ約１時間半です。

にあります。多くの学生は自転車または通学バス（Unitrans）で大

がダウンタウンの徒歩圏内に集中しており、留学生でも日常生活に不

San Franciscoから鉄道で移動することも可能です。

学に通っています。学生寮はありますが、正規の学生が優先入居する

便することはありません。治安が比較的良く住みやすいことに加えて、

を利用して移動するのが一般的です。片道の料金は

乗り継ぎ地点であるRichmondまでの便が20分毎、

ため、中短期留学生の多くはホームステイを利用します。GC学部の

最近では全米で第２番目に教育が盛んな地域としても知られていま

RichmondからDavisに向かう便が１時間毎に出てお

学生が参加するUC Davis Global Study Program（GSP）では、

す。学生をはじめ、住民の自転車利用率が高く、そのためのインフ

り、全体の所要時間は１時間半

図書館やアスレチックジムなど、あらゆる大学設備を他の学生と同じ

ラ整備も進んでいることから「自転車の町」であることも特徴です。

から２時間です。鉄道の場合、

条件で利用することができます。キャンパスの東側と西側にカフェテリ

町の中やUC Davisキャンパスでは、自転車の形を取り入れた意匠が

料金は$30程度で済みますが、

アや食堂があり、$６〜$７くらいで昼食を取ることができます。広大

目に付きます。2010年にはダウンタウンに程近いCentral Parkに全

慣れないうちはAirporterを使

なキャンパスには消防署や警察署も存在します。また、多くの学生が

米自転車殿堂が開設されました。

うのが無難です。

自転車を利用しているため、自転車修理店もあります。

現地スタッフからのメッセージ
The GSP is a unique program that offers you access to a world-class education at one of America's top public research
universities while also ensuring you are surrounded by advisors and staff who will assist you in meeting your academic and
personal goals. I encourage you to learn more about our program and to come experience our world-class campus and safe,
friendly college-town for yourself!

Jacob Hosier
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アメリカ

アメリカ

icine、School of Veterinary Medi-

私が留学するにあたり、一番重視したのは留学
中の一年でどれだけ自分が成長できるかでした。

University of California, Davis

太田 開成さん

立しました。College of Agricultur-

アメリカ合衆国

STUDY ABROAD

Study Abroad

Arizona State University
基本情報
Arizona State University─ 通 称
ASU（アリゾナ州立大学）Tempe校

体験記

アリゾナほど英語力の向上と自分自身の
成長に最適な環境はないと感じました。

はArizona州Tempe市（ 州 都Phoe-

山本 大さん

nixに隣接）にあり、1885年に設立さ
れたArizona州最大、最古の州立大学
所ありますが、Tempeのキャンパスに
は60,000人近くの学生が在籍し、160以
上の国からの留学生が学んでいます。
ASUの多くの部門はUS News and
World Reportによって全米50位以内
でにも３人のノーベル賞受賞者、４人
のピューリッツァー受賞者を輩出してい
ＵＲＬ

ます。砂漠の景観を生かした広大なキ

http://www.asu.edu/

ャンパスにはFrank Lloyd Wright（フ

（course catalog：https://webapp4.asu.edu/catalog/）

ランク・ロイド・ライト）による有名な

所 在 地 Tempe, Arizona, 85281 USA
創 立 年 1885年
営 公立

学

費 【2018年度 例】ESL + Academi：$ 21,950（コースにより異なる）

ればいけないことが多く、他人に頼ることができないために自立
精神が自然に育っていきました。また、自立することだけではなく、

アリゾナ州立大学での留学は教室における学びだけではなく、

ホストファミリーやアカデミックでできた友達に助けてもらえたこ

現地での生活全体を通して多くを学び、自分自身の成長につな

とで、人とのつながりの大切さと感謝の気持ちを学ぶことができ

がる留学だったと感じています。留学期間は、３セメスターに分

ました。ぼくは、体育会日本拳法部に所属していることもあり、

かれています。最初の２セメスターは、語学学校で日本ではな

現地の格闘ジムに通ったり、アリゾナ州立大学のクラブに所属し

かなか会うことのできない国際色豊かな人たちと同じ教室で英語

たりすることで、技術的な成長を実感するとともに、それを身に

を学びました。また語学学校が用意してくれるバラエティーに富

着けるための行動力も養われたと思います。

んだアクティビティを通した交流で、親交を深めるとともに、英
語力も伸ばしました。アリゾナ州立大学では、語学学校で基礎的

最後に、アリゾナは僕にとって勉学だけでなく、自分にとって
やりたいことを実行す

ホール（グラディ・ガメージ講堂）の建

な英語力も十分に培った後にアカデミックに進むことができるこ

るのに最適な場所であ

築物もあり、アメリカ南西部の自然と

とが良い点の一つだと思います。そしてアカデミックの授業では、

ると感じました。 留学

日本の授業とは一味ちがい、ディスカッションやプレゼンテーショ

に際しては不安なこと

調和した美しい大学です。

運

冒頭に、成長につながる留学だったと書きましたが、本当に
その通りで、環境ががらりと変わることになり、自分でやらなけ

滞在方法 ホームステイ
AECP=American English and Culture Program

＊

ンの機会が多く、現地の学生たちとの意見交換を通して、自分

が多いと思いますが、

だけでは思いつかないような考え方を知ることができ、毎日刺激

アリゾナほど英語力の

的な体験をすることができました。アリゾナは１年をとおして温

向上と自分自身の成長

暖な気候で、現地の人たちとの交流もしやすく、留学には最適

に最適な環境はないと

な場所だと思います。

感じました。

空港からのアクセス

レベル別の履修形態
●TOEFL ITPⓇテスト 480-500+
３月上旬〜５月上旬 AECPで英語を２セッション
５月中旬〜７月中旬 AECPでサマーセッション＊
８月下旬〜12月中旬 ASUで正課授業

Tempeは州都Phoenixの都市群の東部に位置しています（フ
ェ二ックスの都市群を形成する市には他にスコッツデール、メサ、

＊３月から５月までのAECP上級クラス・レベル１（Advanced 1）で「A」か「B」、５
月から７月までのAECP上級クラス・レベル２（Advanced 2）で「A」か「B」の成
績を修めれば、TOEFLⓇテストが免除され、自動的にASUの正課プログラムに進むこと
ができる。

キャンパス

Tempeについて

グアダルペ、ギルバード、チャンドラー市などがあります）。Ari-

図書館、スチューデントユニオン、メディカルセンター、ジムなど、

Tempeの気候は、４月から10月にかけては温暖で過ごしやすく、

zona州の玄関口であるSky Harbor国際空港は市の北西にあり、

勉学と毎日の生活に必要な設備が完備されています。３月のプログ

日中の気温は摂氏15度から27度です。夏はかなり暑くなり、その平

Tempe市へのアクセスもよく、Tempe市は州都Phoenixに隣接

ラム開始時から、一般のASUの学生と同じようにそれぞれの設備が

均気温は38度ですが、湿度が低いため、比較的過ごしやすいと言わ

しているため、大学へも空港から15〜20分ほどしかかかりません。

使用可能です。また、AECPの授業はキャンパスの様々な建物の教

れています。冬には雷雨が時折見られますが、年間を通して雨はほと

室で実施されているので、大学の雰囲気を満喫することができます。

んど降りません。ダウンタウンには様々なレストランやカフェ、お店が

宿舎はホームステイが基本となります。価格は月額US$660前後です。

並び、活気あふれる街になっています。建物はれんが造りの外観で

ASUの寮についてはタイミング的にも応募は難しいのが現状です。

統一され、街全体がとてもきれいな雰囲気です。治安も良く、金曜
日や週末の夜には学生であふれかえります。

現地スタッフからのメッセージ
Megan has a Master’s Degree in Teaching English as a Second Language from Northern Arizona University and a
Bachelor’s Degree in Education from University of Montana. Megan worked in Phoenix as a Language Support Specialist
before teaching and coordinating group and custom programs at ASU. She also spent three years teaching English in
Mexico to students of all ages. She has worked with many global programs at ASU and looks forward to working with
Doshisha University students.

Megan Belfore, Program Coordinator, Global Launch
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アメリカ

アメリカ

にランキングし（理工系中心）、これま

１年をとおして温暖な気候で、
現地の人たちとの交流もしやすく、
留学には最適な場所だと思います。

Arizona State University

Arizona State University

です。ASUのキャンパスは全部で４ケ

カ ナ ダ

STUDY ABROAD

Study Abroad

Acadia University
基本情報
1838年バプティストによって設立され
た 大 学 です。 主としてUndergradu-

この１年、面白くするのもつまらなくするのも自分次第です。
それぞれ「自分」の特別な留学生活を楽しんでください。

ateの教育を行う学部重視大学で、カ

白坂 麗美さん

ナダ有数の名門大学として認知されて
います（McLean s による2018年 の
学部重視大学部門でカナダ５位）
。学
生数は約3,700人、うち留学生が約10パ
ーセントを占めています。Faculty of
Arts, Faculty of Pure and Applied
Science, Faculty of Professional
Studies, Faculty of Theologyの ４
つの学部があり、このなかの科目を組

http://www.acadiau.ca/
（course catalog：https://central2.acadiau.ca/registrar/course̲catalog/）

大切だと思いました。猛勉強するのもよし、できるだけ多く友達
をつくるのもよし、ボランティアなどを経験するのもよし、なん
だってできます。毎日毎日目に見えるほどの成長があるわけでは

Acadia大学における「私」の留学生活を紹介します。留学

ないですが、大小様々な壁を越えたその先には成長した自分が

の目標は「人」によって様々です。私の場合は「せっかく外国

待っています。留学はゴールじゃなく、プロセスであり、皆さん

み合わせることにより、200以上の学部

で一年過ごすのだから、日本ではしてこなかったことに挑戦した

の生き方に新たな視点を与えてくれるでしょう。この１年、面白

プログラムを提供しています。小規模

い。机に向かっているだけではもったいない。一年は長いようで

くするのもつまらなくするのも自分次第です。それぞれ「自分」

大学ならではの少人数教育が特色で、a

短いから自分で理想の一年をつくろう」というのが自分の中での

の特別な留学生活を楽しんでください。

personalized and rigorous liberal
education を行うことを大学のミッシ
ョンと位置づけています。またIT環境の

創 立 年 1838年

整備にも力を入

運

営 公立

れていて、ITを

学

費 【2018年度 例】ESL + Academic：CA$ 20,393（コースにより異なる）

滞在方法 寮またはホームステイ（ホームステイに空きがない場合は寮になります）

けに、カナダでまっさらな状態から自分のライフスタイルをつく
る時に一体自分は何をしたいのか、と立ち止まって考えることが

取り入れた先進
的な授業が試み
られています。

大きなテーマでした。勉強はできるだけ予定の合間の空き時間
にし、時間を有効に使うよう心がけていました。Acadia大学の
あるWolfvilleは小さな町だけに人と人との関わりやコミュニティ

カナダ

カナダ

所 在 地 15 University Avenue, Wolfville, Nova Scotia, B4P 2R6, Canada

「せっかく外国で一年過ごすのだから、日本ではしてこなかった
ことに挑戦したい。机に向かっているだけではもったいない。
一年は長いようで短いから自分で理 想の一年をつくろう」
というのが自分の中での大きなテーマでした。

ーが大事にされており。自発的に行動すればたくさんのイベント
やアクティビティを発見できます。実際に私はたくさんのアクテ
ィビティを経験することができました。クラブ活動やコミュニティ
ーと関わるボランティア、教会の聖歌隊などがその一部です。こ
のようにアクティビティを通してよりたくさんの人と出会うことが
でき、充実した日々を送ることができました。日本の大学生活は
講義、課題、バイト、サークルなどで毎日忙しいです。それだ

空港からのアクセス

レベル別の履修形態
＊
●ケース１（渡航時TOEFL ITP500-529 IBT59-68 IELTS5.0）
＊＊
２月中旬〜３月下旬：ESL（EAP レベル1000 ）
３月下旬〜６月上旬：ESL（EAP レベル2000）
６月中旬〜８月下旬：ESL（EAP Bridging＊＊＊）
９月上旬〜12月中旬：Academic

日本から最寄りのHalifax空港まではトロントなど他都市を経由し
ます。Halifax空港からAcadia大学までは、Acadia大学が手配
するリムジンバスで向かいます。所要時間は約１時間です。

●ケース２（渡航時TOEFL ITP530以上 IBT69-89 IELTS5.5-6.0）
２月中旬〜３月下旬：ESL（EAP レベル2000）
３月下旬〜６月上旬：ESL（EAP Bridging）
６月中旬〜７月下旬：Academic
９月上旬〜12月中旬：Academic
●ケース３（渡航時TOEFL IBT90以上 IELTS6.5以上＊＊＊＊）
２月中旬〜３月下旬：ESL（EAP Bridging）
５月上旬〜７月下旬：Academic
９月上旬〜12月中旬：Academic

キャンパス

Wolfvilleについて

広々とした敷地に歴史的な建物が並ぶ大変美しいキャンパスです。

Acadia大学のあるWolfvilleはHalifaxから北西に100キロ、Nova

比較的小規模な大学で、キャンパスを行き交う学生もフレンドリーで

Scotia半島の対岸に位置します。 人口約3,500人のとても小さな街

キャンパス全体がゆったりとした雰囲気につつまれています。学生一

ですが、生活に必要な施設は一通りそろっています。Wolfvilleの

人ひとりに対するサポートも充実しており、小規模な大学ならではの

Main Streetにはヨーロッパ調の建物が並び、花と緑に彩られた色彩

魅力に満ちています。図書館、Student Union, Cafeteriaなども

豊かで可愛らしい風景が楽しめます。街の治安も比較的良く、地域

充実し、恵まれた学習環境が用意されています。図書館は深夜まで

の住民も心優しくフレンドリーです。Wolfvilleから車で４キロのNew

オープン、落ち着いて勉強する環境が整っています。各教室にはIT

Minasには大型スーパーや量販店があり、週末のちょっとした気晴ら

設備が完備され、古い

しにショッピングなどに出かけてみるのもいいでしょう。

伝統あるキャンパスの

ケース１のスコアがない場合は、クラス分けテストによってクラスが決まる。
＊＊
English for Academic Purpose
＊＊＊
BridgingではESLと並行してAcademicを１科目履修。科目は決められています。
＊＊＊＊
TOEFL IBT全てのセクション20以上 IELTS 全てのバンド6.0以上
＊

なかで、ITを活用した
最先端の教育が行われ
ています。 キャンパス
と街はほとんど一体と

現地スタッフからのメッセージ

なっていて、１つのコ

It is with great pleasure that I welcome students from Doshisha University to study Acadia University.
Established in 1838, Acadia University is located in Nova Scotia’s historic and beautiful Annapolis Valley. With its nationally
and internationally recognized degree programs, small classes and technology-rich teaching and learning environments,
Acadia offers students a holistic educational experience that includes a rigorous and rewarding academic curriculum,
combined with personal, student-centred growth and development.
On behalf of Acadia University, I’m happy to welcome you to our Acadia family. I look forward to meeting you when you
arrive.
Grace Raynard, International Student Liaison & Agent Relations Officer

18

Acadia University

Acadia University

ＵＲＬ

体験記

ミュニティを作り出して
います。大学の行事は
コミュニティの行事で
もあり、週末に大学の
American Football
の試合があるときは、
街全体で応援します。

19

カ ナ ダ

STUDY ABROAD

Study Abroad

The University of Winnipeg
基本情報
学生数約9,000人の中規模大学で、
Arts, Business & Economics, Ed-

体験記

この留学で学び、感じ、出会い、得たものを生かし、
関わった全ての人に感謝しながら生きていきます。

ucation, Science, Theologyの５

篠﨑 桃子さん

つの学部を有します。Aboriginal Education, Environmental Studies
& Sustainability, Theatre & the
Artsなどの分野に特に秀でており、
カ
ナダの先住民社会への貢献と発展につ
いての研究ではカナダをリードしていま
す。学生主体の教育にも力を入れてい
て、
多様性を尊重しあらゆる人々に大学
の人々のための支援も積極的に行って
います。
ＵＲＬ

http://www.uwinnipeg.ca/
（course catalog：http://uwinnipeg.ca/academics/calendar/index.html

創 立 年 1871年
運

営 公立

学

費 【2018年度 例】ESL + Academic：CA$ 13,270（コースにより異なる）

滞在方法 前半：ホームステイ、後半：ホームステイまたは寮（空室があれば）

空港からのアクセス

レベル別の履修形態
●ケース１（渡航時TOEFL ITP499以下
IBT60以下 IELTS5.0以下）
渡航後のレベルテストの結果、A5の場合は下記のケース２と同様。
A4の場合は下記。
２月下旬〜４月中旬：ESL（ELP A4＊）
５月上旬〜８月中旬：ESL（ELP A5もしくはA4）
９月上旬〜12月中旬：AcademicもしくはESL（ELP A5）

Winnipegについて

日本から最寄りのWinnipeg空港まではバンクーバーなど他都市

キャンパスは町の中心部にあるため、それほど広くはないですが施

を経由します。Winnipeg空港から街の中心地までは車で20分程

設は充実しています。冬はマイナス20度にもなるため、それぞれの

す。カナダの穀物取引の中心地で、DowntownのPortage通りがシ

度。到着時にはWinnipeg空港にホストファミリーが迎えにきます。

建物は渡り廊下で機能的に結ばれています。図書館のほかにもPCス

ョッピングセンターや娯楽施設、レストランなどが並ぶ繁華街となって

●ケース２（渡航時TOEFL ITP500以上
IBT61-79 IELTS5.5-6.0＊＊）
２月下旬〜４月中旬：ESL（ELP A4）
５月上旬〜８月中旬：ESL（ELP A5）
９月上旬〜12月中旬：Academic
●ケース３（渡航時TOEFL IBT80以上
２月下旬〜４月中旬：ESL（ELP A5）
５月上旬〜８月中旬：Academic
９月上旬〜12月中旬：Academic

キャンパス

IELTS6.5以上＊＊＊）

WinnipegはManitoba州の州都で人口約70万人の中規模都市で

ペースや、Learning Common、Writing Labなどの学習スペース

います。Downtownの外にはPolo Parkと呼ばれる巨大ショッピング

がキャンパスのいたるところに配置され、学習スタイルや学習の種類

モールもあります。市内にあるAssiniboine Parkと呼ばれる大きな

に応じた学習環境が選択できます。なかには昼寝もOKという自習ス

公園は、市民の憩いの場となっています。春から夏にかけて、市内

ペースまであります。すべての学生は一部の科目を除き、教師、院生、

各所で各種文化交流イベントなども開催されます。新しく近代的な建

成績の良い学生などによる個別指導（Tutoring）を受ける権利があ

物にまざって、Manitoba州の議事堂など、歴史的な建造物も市内

り、そのためのTutoring Roomも用意されています。その他、カフ

には多く存在し、美しい景観を織りなしています。少し郊外に足をの

ェテリアや本屋、郵便局、スポーツジムなどの施設も完備され、比較

ばせば、どこまでも平らな大地が広がっていて、カナダの自然のスケ

的小規模のキャンパスながらも、充実したキャンパスライフを送るこ

ールの大きさを感じることができます。

とができる環境が整っています。また、近年は周辺の建物を改築した

English Language Program
TOEFL IBT Reading/Listening 15以上 Writing14以上
IELTS Academic Moduleのみ
＊＊＊
TOEFL IBT 全てのセクション19以上 IELTS Academic Moduleのみ
＊

り、新しく建物を建てたりするなど、キャンパスを拡張中で、さらに

＊＊

さまざまな施設が整いつつあります。

現地スタッフからのメッセージ
Dear Doshisha University Students,
It is a great pleasure for me to welcome you to our programs. The University of Winnipeg's English Language Program (ELP)
delivers high quality programming to international and domestic students seeking to enhance their English proficiency
through classroom-based courses and socio-cultural activities. Doshisha University and The University of Winnipeg have
benefited from a rich and long-term relationship that is anchored in supporting our students. We hope to meet you in
Winnipeg soon!

Carmelle Mulaire, Director, ELP
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所 在 地 515 Portage Avenue, Winnipeg, MB Canada R3B 2E9

こんにちは。カナダの真ん中にあるマニトバ州のウィニペグ大
学に留学していた篠崎桃子です。
ウィニペグにやってきた頃の気温はマイナス28度になることも
あり、寒いというより、凍えるほどの寒さでしたが、５月には突然
35度を超える日があり、
それから９月の初旬までは非常に過ごしや
すかったです。しかし、９月の下旬に初雪が降り、それから次第に
寒さが増してきて、
12月の初めにはマイナス23度の日もありました。
振り返ってみると、長いような短いような10ヶ月でした。ウィニ
ペグにきて２ヶ月ほど経った頃の私は、自分の英語の拙さを思い
知り、英語に囲まれた環境が嫌になり、ホストファミリーとも語学
学校の友人とも話すのが億劫になってしまっていました。
そんな中、
あるイベントに一人で参加したことで、日本のアニメ好きなウィ
ニペガーたちのグループに入れてもらいました。誕生日パーティ、
ビーチトリップ、クリスマスパーティなど、彼らの集まり全てに招
待してもらい初夏から秋にかけてはほとんどの週末を彼らと一緒
に過ごし、たくさん遊んだり話したりしました。また、夏には日本
のダンスカバーグループの仲間にも入れてもらい、２つのイベン
トで日本のダンスを披露しました。数ヶ月したら日本に帰る留学
生である私に対して、彼らはいつでも非常に優しく楽しく接して
くれました。彼らのような素晴らしい仲間に出会えたことで私の
留学生活は何十倍も輝き、楽しく素晴らしいものになりました。

この留学を通して、日本の文化は遠く離れたウィニペグの地で
も愛されていることを知り、日本の文化や日本語を学び、日本に
留学するほど日本が好きな方々にも出会えたことで、国際化の
現状を身を以て知ることができました。
そして、私がこの10ヶ月の留学で英語の他に学んだことは、感
謝の気持ちです。国際化が進み、遥か遠く離れた、言葉も文化
も異なる人々と関わることができるようになっても、大切にしな
ければならないのはいつも、 いま 自分の隣にいる人達で、 い
ま その人達と過ごす時間は二度と訪れることはないので、その
一瞬一瞬を大切にし、日々感謝の気持ちを忘れてはいけないと
いうことを、ウィニペグに来ていろんな人と関わり、出会いと別
れを繰り返す中で、とても強く感じました。この留学で学び、感じ、
出会い、得たものを生かし、関わった全ての人に感謝しながら生
きていきます。
最後に、ウィニペグに留学していた８人で観たミュージカル、
Chicago の劇中歌の歌詞を紹介します。
You can live
the life you
like. You can
like the life
you live.

The University of Winnipeg

The University of Winnipeg

高等教育の機会を提供し、
マイノリティ

振り返ってみると、早いような遅いような10ヶ月でした。

カ ナ ダ

STUDY ABROAD

Study Abroad

Vancouver Island University
基本情報
1969年 に Malaspina Collegeと し
て設立され、2008年９月１日にVan-

体験記

この留学で経験したことは、間違いなく
僕にとっての貴重な財産です。

couver Island Universityとして、大

松坂 大雅さん

学に昇格しました。 ４つのキャンパス
で約15,000人の学生が学ぶ中規模大学
で す。SA先 で あ るNanaimo Campusがメイン・キャンパスです。Business、Tourism and Hospitality、
Science and Technology、Art,
Design and Performing Arts、
al、Health and Human Serviceなど
の分野があり、実務の分野に特に秀で
ています。実務的な事柄に関する授業
ＵＲＬ

を取ってみたいという学生には特に向

https://www.viu.ca/
（course catalog：https://www2.viu.ca/calendar/courses/index.aspx）

いていると言えるでしょう。

創 立 年 1969年
運

営 公立

学

費 【2018年度 例】ESL + Academic：CA$ 16,340（コースにより異なる）

滞在方法 前半：ホームステイ、後半：ホームステイまたは寮（空室があれば）

空港からのアクセス

レベル別の履修形態
●ケース１（渡航時TOEFL IBT71-79 IELTS5.5＊）
２月下旬〜４月上旬：ESL（UP4）
４月下旬〜６月上旬：ESL（UP4）
７月上旬〜８月下旬：ESL（AUP5＊＊＊）
９月上旬〜12月中旬：Academic
●ケース２（渡航時TOEFL IBT80-87
２月下旬〜４月上旬：ESL（UP5）
４月下旬〜６月上旬：ESL（UP5）
６月上旬〜７月下旬：Academic
９月上旬〜12月中旬：Academic

「日本から最寄りのNanaimo空港まではバンクーバーを経由しま
す。Nanaimo空港から街の中心地までは車で約20分。到着時に
はNanaimo空港にホストファミリーが迎えにきます。」

IELTS6.0＊＊＊＊）

上記スコアがない場合は、渡航後のレベルテストによりスケジュールが決まります
TOEFL IBT全てのセクション17以上

＊

IELTS全てのバンド5.0以上

僕が10ヵ月間留学していたVIUは、カナダ本土から少し離れた

振り返ってみると、10ヵ月はあっという間でした。海外に出る

バンクーバーアイランドのナナイモという小さな町にあります。

のはこの留学が初めてだったので、あらゆる経験が自分にとって

２月16日、気温が氷点下になるかどうかぐらいの時期に僕はここ

新鮮でした。初めは現地の人が話す英語が聞き取れなかったり、

に到着しました。ナナイモでは他のカナダの都市とは違い、めっ

思うように英語が話せなかったりと、悔しい気持ちになることも

たに雪は降らないそうですが、到着翌日からホストファミリーも

多かったですが、生活するにつれ段々と自信がついてきました。

驚くほどの大雪に見舞われました。春になると、過ごしやすい気

日本を離れてみて改めて分かる日本の良さ、また文化の違いな

候の日々が続き、夏に入っても日本ほど暑くなることはなく、ナ

どを通して、自分自身のことや日本のこと、また世界のことをこ

ナイモの気候の良さを肌で感じました。

れまでとは違う見方で考える時間も増えました。留学を通じて、

２月からCommunication２という科目を受講し、４月末から

支えてくれた家族への感謝の気持ちはさらに強くなりました。また、

はAP５という大学の正課授業に向けた準備コースを受講しまし

10ヵ月間共に生活した大好き

た。IELTSで一定のスコアを取得していたためサマーセッション

なホストファミリーは、僕にも

でアカデミックの講義を受講していた仲間もいました。AP５で

う１つの帰って来られる場所

は他の留学生と友達になり、また、素晴らしい担任の先生にも出

を与えてくれました。この留

会い、楽しい学期を過ごしました。９月からは大学の正課の授業

学で経験したことは、間違い

を４つ受講しました。エッセイやプレゼンなどが重なり大変な時

なく僕にとっての貴重な財産

期もありましたが、どれもいい経験です。課外活動として、個人

です。VIUに興味を持ってい

的に、友達と日本文化を紹介するイベントを開いたり、日本語の

る後輩の皆さん、ぜひVIUへ！

キャンパス

Nanaimoについて

キャンパスはNanaimo Harborから高台に２キロほど上ったところ

Nanaimoは、大都市Vancouverの対岸に位置するVancouver

にあります。タクシーだと５〜６分、徒歩だと30分強かかります。キ

島南部のリゾートタウンで、自然豊かな美しい街です。Commercial

ャンパスからは海が見渡せて、すばらしい眺望です。建物はどれも清

Streetと呼ばれる中心の通りに沿って銀行や商店がこじんまりと並ん

潔で新しく、図書館も充実し、十分なコンピュータ・スペースもあり

でいて、30分もあれば十分見てまわれる大きさです。また、海岸沿

ます。Cafeteriaは料理を学ぶ学生によって食事が調理されるなど、

いにもレストランや土産物店が並んでいます。自然にも恵まれた環

実務教育を重んじるこの大学らしい取り組みが行われています。その

境で、Nanaimo Harborからの風景はすばらしく、治安もいたって

他、本屋や文具などを売る店なども充実しています。キャンパスの一

良好です。カヌーなど、さまざまなアウトドア・アクティビティも楽し

角には日本の大学が寄贈した美しい日本庭園があり、日本とのゆかり

め、室内プール、スケート場などもあるので、スポーツを楽しむにも

も深いことがうかがえます。

最適の環境です。地理的にVancouver, Victoriaそしてアメリカの
Seattleとも近いことから、週末や連休などを利用して観光に行くの

短期集中コースのため、授業料が通常のESLの２倍程度になる予定

＊＊

TOEFL IBT全てのセクション19以上

＊＊＊

もよいでしょう。

IELTS全てのバンド5.5以上

現地スタッフからのメッセージ
Vancouver Island University is very pleased to have a strong partnership with Doshisha University and we look forward to
welcoming Doshisha students to our beautiful campus in Nanaimo, British Columbia. For more than two decades VIU has
been a leader in international education, preparing Canadian and international students to contribute to a changing world.
Each year our international students, from more than 60 countries, bring a wealth of ideas, perspectives and experiences that
enrich the lives of all who work and study on our campus. We truly value what you may bring and we strive to provide a wide
range of academic and social activities and support services so that you may have a successful and enjoyable experience at
VIU. Our motto is: “Love where you learn”; I can assure you that we will do our very best to make this come true for you!
I look forward very much to meeting you at VIU.
Graham Pike, PhD, Dean, International Education
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所 在 地 900 Fifth Street, Nanaimo, BC Canada V9R 5S5

授業のボランティアに参加したり、大学が開くバスケットボールの
リーグの参加などを楽しみました。

Vancouver Island University

Vancouver Island University

Humanities、Career/Vocation-

あらゆる経験が自分にとって新鮮でした。

カ ナ ダ

STUDY ABROAD

Study Abroad

University of Guelph
基本情報
1874年に設立されたOntario School
of Agricultureを母体として、1964年

体験記

新しい世界へ飛び出すことで、様々な価値観を持つ人々と出会い、
改めて自分自身と向き合えたことは本当に貴重でした。

に設立された総合大学です。教育、研

山田 千尋さん

究ともにトップレベルで、カナダのニュ
ース雑誌Maclean社が毎年発表してい
る大学ランキングでは常に上位のラン
キングを保つ（「総合」大学ランキング
で2018年度４位）名門校です。７つの
学部、90以上の専攻を有し、約22,000
人の学生が学んでいます。心と身体の
バランスを重んじる大学で、学業とと
もにスポーツをすることも推奨され、ク

ＵＲＬ

http://www.uoguelph.ca/
（course catalog：https://www.uoguelph.ca/registrar/calendars/undergraduate/current/）

最初の半年間は語学学校で、アカデミックの授業に必要な基

実のある学びを経験しました。
また、ホスト夫妻との生活の中で、自分に自信を持つことと多
様性を尊重することの大切さを教わり、彼らは自分を正しい方向
に導いてくれる先生のような存在でした。

礎的英語能力を身につけます。基礎的とはいえ課題に悩まされ

留学は楽しいことばかりではありません。しかし自分がやって

ることが多かったのですが、しかしながら勉強に奮闘する中で、

きたことは何一つ無駄ではなく、新しい世界へ飛び出すことで、

少しずつ成果が現れ、その努力が自分の自信につながりました。

様々な価値観を持つ人々と出会い、改めて自分自身と向き合え

また、クラスメイトや現地の学生と積極的に交流する中で、お互

たことは本当に貴重でした。そのような経験ができたのも、いつ

いが持つ文化の違いを尊重することの大切さや知ることの面白

も支えてくれる

さを学ぶことで、充実した日々を送ることができました。

家族や友人の
おかげで本当に

履修しました。そこで私は、「人間関係」に関する哲学やカナダ

感謝しきれませ

創 立 年 1964年

の犯罪学について学び、ただ与えられた情報を鵜呑みにするの

ん。 留 学 は、

運

営 公立

ではなく、国籍、年齢、人種、宗教、性別といった様々な視点

自分自身が成長

学

費 【2018年度 例】ESL + Academic：CA$ 19,649（コースにより異なる）

から物事を考え、議論することの重要性を実感しました。そこか

するための旅の

らさらに今まで自分の慣れ親しんだ環境について振り返り、今の

ようなものだっ

自分自身と将来について真剣に考える機会を得ることで、本当に

たと思います。

滞在方法 前半：ホームステイ、後半：ホームステイまたは寮（空室があれば）

空港からのアクセス

レベル別の履修形態
●ケース１（渡航時TOEFL ITP463-496 IBT50-59
IELTS5.5）
３月、４月：ESL（ELCP レベル６＊）
５月、６月：ESL（ELCP レベル７）
７月、７月：ESL（ELCP レベル８）
９月上旬〜12月中旬：Academic

最寄りのToronto空港までは日本から直行便が出ています。
Toronto空港からGuelph大学までは、Guelph大学が手配するリ
ムジンバスで向かいます。所要時間は約１時間です。

●ケース２（渡航時TOEFL ITP497-516 IBT60-66
IELTS6.0）
３月、４月：ESL（ELCP レベル７）
５月、６月：ESL（ELCP レベル８）
７月、７月：ESL（ELCP レベル９）
９月上旬〜12月中旬：Academic
●ケース３（渡航時TOEFL ITP517以上 IBT67以上
IELTS6.5以上）
３月、４月：ESL（ELCP レベル８）
５月、６月：ESL（ELCP レベル９）
７月、７月：ESL（ELCP レベル10）
９月上旬〜12月中旬：Academic

キャンパス

Guelphについて

470ヘクタール（東京ドーム100個分）の広大なキャンパスは、19

Torontoから南西約100キロのところに位置するGuelphは人口約

世紀の古い建物と最新設備を備えた新しい建物が調和し、美しく機能

13万人の都市で、GuelphからToronto市内中心部にあるバスターミ

的な空間を作り出しています。図書館、２つのアイススケートリンク

ナルまで１時間20分程度で、料金は片道＄10の道のりです。スコット

やスポーツセンター、カフェテリア、最新の実験施設がある工学部な

ランド出身の小説家John GaltがUpper Canada開拓の目的で1825

ど非常に充実した設備を誇ります。なかでもスポーツセンターは2016

年に設立したCanada Companyの拠点として、1827年に町の建設

年に改装・拡充され、設備が更に充実しています。Field Houseと

が始まった歴史ある街です。ヨーロッパの街をモデルに設計された

呼ばれるドーム型のグラウンドもあり、一年を通してサッカーなどの

Guelph市内には、市庁舎や聖母教会など数多くの歴史的建造物が残

屋外スポーツが楽しめます。勉学に励みながら、スポーツやトレーニ

っています。中心街、および大学の近くには大型のモールや映画館

ングなどで気分転換をしてみるのもいいでしょう。大学の敷地内には

などがあり、日々の生活を快適に過ごすことができます。

Arboretumと呼ばれる大きな植物園があり、学生だけでなく多くの
地域住民の憩いの場となっています。」

English Language Certificate Program

＊

現地スタッフからのメッセージ
It is with a great deal of pleasure that I extend a warm and personal welcome students from Doshisha University’s Faculty of
Global Communications. At the University of Guelph, our partnership with Doshisha University is a strong and important
one, based on our mutual commitment to providing students with global perspectives that enrich the lives of all those around
us. When you come to study at the University of Guelph you will become part of a student body with one of the highest
volunteerism rates in Canada. This environment provides opportunities for you to enrich your language skills as you gain
valuable experience, make important contacts, and make a difference in the world. We are confident that the time you
spend in our language program as well as our undergraduate courses and participating in extracurricular activities, will be
an unforgettable experience. I look forward to meeting you in Guelph.
Julian Inglis, Business Development and Program Manager
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カナダ

残りの４か月間は、現地の学生と一緒に専門的分野の科目を

所 在 地 50 Stone Road East, Guelph, ON N1G 2W1, Canada

University of Guelph

University of Guelph

ラブ活動も大変盛んな大学です。

私が過ごしたゲルフ大学は、穏やかで
自然に囲まれた小さな街の中心にあります。

カ ナ ダ

STUDY ABROAD

Study Abroad

Brock University
基本情報
Brock大 学 は、1812年 の 英 米 戦 争
で英国軍を率い、自らは命を落としな
がらもアメリカ軍の侵攻からカナダの
国 土 を 守った 名 将、Isaac Brock卿
に因んで1964年に設立されました。学
士課程、大学院課程を擁するカナダの

え方を尊重しながら暮らし、勉学に励んでいます。そのような環

多く、85以上の国から約2,300人（その

キャンパス内もSt. Catharinesの街も清潔で治安が良く、街

内400人が語学学校生）が学んでいま

には大型のモールやお店、映画館、レストランなどがあり、週末

ミングといったコースが新しくスタート
から歴史があります。語学学校生にも
PCルーム、カフェ、ジム、図書館など
の大学施設が開放され、また大学の多

空港からのアクセス

●ケース1（渡航時TOEFL ITP500／TOEFL IBT61／
IELTS5.5
３月上旬〜４月：ESL（IELPレベル４）
５月〜８月：ESL（IELPレベル５）
９月上旬〜12月中旬：Academic
●ケース2（渡航時TOEFL IBT88／IELTS6.5）
３月上旬〜４月：ESL（IELPレベル５）
５月〜８月：Academic
９月上旬〜12月中旬：Academic

日 本 か ら は Toronto Pearson
国際空港への直行便が出ています。
Toronto空港からホームステイ宅の
あるSt.CatharinesまではBrock大
学が手配するリムジンバスで約１時
間の距離です。

Intensive English Language Program

＊

上記スコアがない場合は、クラス分けテストによってIELPのクラスが決まります。

＊

境から皆さんが学ぶことができる点は多くあるのではないでしょ
うか。自然豊かでたおやかな環境の中で、異文化理解を深めた
い学生さんに特にお勧めの大学です。

はショッピングを楽しむことができます。またトロントにも比較的
近いことから、週末に日帰りで行くこともでき、とても快適に生
活することができます。
ナイアガラの滝から近く、またワイン造りの盛んな地域に所
在することから、課外アクティビティーとしてナイアガラの滝や
地元のワイナリーでのワイン造り見学などが行われるなど、地理
的な利点を生かし、豊かな自然に触れながら地元の産業や文化

カナダ

カナダ

は、ゲームデザインやゲームプログラ

様な活動にも参加することができます。

レベル別の履修形態

会も多く設けら
れています。

Brock University

Brock University

滞在方法 前半：ホームステイ、後半：ホームステイまたは寮（空室があれば）

折々の美しい景色が楽しめます。中でも秋の紅葉の美しさには
定評があり、９月になると街やキャンパス全体が赤や黄色の紅葉

きるでしょう。

しました。大学付属語学学校は1982年

費 【2018年度 例】IELP + Academic：CA$15,000（コースにより異なる）

生の友達を作る
ことのできる機

しく、ゆったりとした落ち着いた環境で留学生活を送ることがで

コースの開発にも熱心であり、最近で

学

Catharinesに所在し、寒さが厳しいことで知られるカナダの中
では比較的温暖な気候、そして豊かな自然環境に恵まれ、四季

20,000人が在籍しています。 留学生も

問を守る一方、新しい時代を見据えた

営 公立

ープログラムな

の就職率の高さに定評があり、現在約

コースを開講しています。歴史ある学

運

ど、現地の大学

大学本科にも様々な国からの留学生や色んな国や地域にルー

上（大学院も合わせると120以上）の

創 立 年 1964年

Brock大 学 は、ト ロ ント から 車 で １ 時 間 ほ ど 離 れ たSt.

る会話パートナ

ツを持つ人々が在籍していて、それぞれがそれぞれの文化、考

健康科学など７つの分野において70以

所 在 地 500 Glenridge Avenue St.Catharines, Ontario, L2S 3A1

グ力を強化す

に彩られ、色彩豊かな景色が人々の目を楽しませてくれます。美

す。 教育学、人文学、社会学、応用

https://brocku.ca/webcal/courses.php

自然豊かでたおやかな環境の中で、異文化理解
を深めたい学生さんに特にお勧めの大学です。

しい自然に囲まれて暮らす現地の人々も大変フレンドリーで心優

総合大学で、きめ細かい教育と卒業後

ＵＲＬ

お勧めポイント

を学ぶ機会に恵まれています。付属語学学校ではListening、
Speaking、Reading、Writing、Grammarの 通 常 の 授 業に
加えて、ネイティブの大学生と一緒に会話をしながらスピーキン

キャンパス

St.Catharinesについて

Brock大 学はオンタリオ湖とエリー 湖 の 間にまたがるNiagara

トロントとアメリカニューヨーク州バッファローの中間に位置するSt.

Peninsulaと呼ばれる自然と観光資源に恵まれた地峡に所在しま

Catharinesは、世界的に有名な観光地ナイアガラの滝から車でほん

す。カナダで唯一、ユネスコ自然保護区に指定された森林を敷地に

の20分、カナダ最大の都会トロントからも車で約１時間、そしてアメ

擁する大学で、広大な敷地に建つ自然豊かなキャンパスが自慢です。

リカ国境からも車で約40分と、大変魅力的な場所にあります。人口

Cafeteria、日用品店、書店など、大学生活に必要な様々な機能が

約13万人、カナダでは中規模の街です。多くのワイナリーを抱えるワ

備わっており、キャンパス内には近代的なデザインの建物も多く、豊

インの一大産地として有名な地域で、カナダ名産のアイスワインの産

かな自然と相まって非常に快適な学習環境を提供しています。アス

地としてもよく知られています。自然豊かな地域で、美しい公園や植

レティックセンターや図書館は地域の住民にも開放され、キャンパス

物園が数多く存在し、別名ガーデンシティとも呼ばれています。また

は常に多くの学生や地域住民で賑わい活気に満ち溢れています。近

スキー場やゴルフコースも多いためリゾートエリアとしても観光名所

年は特に国際交流を積極的に推進しており、Celebration of Na-

としても人気があります。

tions, International Education Week, International Devel-

トロントやナイアガラの滝、ナイアガラ・オン・ザ・レイクなどの見

opment Week, African Heritage Monthなどといった様々な国

どころにも比較的安価なバスでアクセスが可能なため、週末のちょっ

際交流イベントが毎年開催され、キャンパスにはグローバルな香りが

とした買い物や気分転換にも行ってみられることをお勧めします。

漂っています。

現地スタッフからのメッセージ
Brock University’s beautiful location in Niagara combines the best of everything. Minutes from Niagara Falls, an hour from
Toronto, 40 minutes from Buffalo, New York, Brock is the only Canadian University on a UNESCO Biosphere Reserve and is
located in one of the warmest cities in Canada. Prospective students are invited to apply to our Intensive English Language
Program (IELP). We look forward to welcoming you on campus.

Geoffrey Eden, Associate Director for ESL
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STUDY ABROAD

Study Abroad

University of Southampton
基本情報
University of Southamptonには
国内ベスト３を誇る理工学系の学部を

体験記

イギリスで１年間学生生活を送ったことは自分の
今後の人生の糧となる素晴らしい経験になりました。

含め、８つの社会科学、人文系の学部

大橋 俊紀さん

があります。Highfield Campusの総
合図書館の蔵書数はe-booksを併せ
て約200万冊、試験前は深夜まで開け
ていて（スタッフによると夜間の開館
はSouthamptonの安全さを象徴して
いるとのこと）、学生用のコンピュータ
台数も多く、快適な学習環境が用意さ
れています。
School of Humanities は Centre
for Global Englishesをもち、World
Englishesの 研 究・教 育 が 活 発 な ほ
ＵＲＬ

か、Southampton が Jane Austen

http://www.southampton.ac.uk/

作家研究でも有名です。

所 在 地 University Road, Southampton, SO17 1BJ United Kingdom
創 立 年 1952年（Hartley University College, University of Londonとして）
運

営 国立

学

費

【2018年度 例】Academic session 2018/19：GBP£ 14,374.00
（コースにより異なる）

市、それにヨーロッパの様々な都市に行くことも可能です。また

おいて様々な文化的背景を持った学生が数多く在籍し、それぞ

長期の休暇になると、職業体験をしたり、ヨーロッパのみならず

れがお互いを尊重しながら、学生生活を送っているという点です。

世界中を飛び回ったりと、勉強以外の様々なことを学ぶ機会も得

大学以外でも、文化の多様性は街中で目にする風景やスーパー

られます。

に並んでいる商品にも反映されています。振り返ってみると、こ

イギリスのサウザンプトン大学は皆さんにとって最高の留学先

のように多様性に富んだコミュニティの中で日本人としての誇り

です。少しでも疑問や関心があれば、先輩たちにたくさん質問し

を持ちながら生活を送れたということはとても有意義なことだと

てください。

感じています。
11ヶ月に及ぶサウザンプトン大学のプログラムでは、まずアカ
デミックの授業で活かせるツールとしての英語を勉強し、その後、
秋からは基本的に自由に選ぶことができる授業において、現地の
正規学生と一緒に講義やセミナーに参加しました。正規の学生と
一緒に受ける授業は自分の英語力の低さを常に痛感させるもの
でしたが、自分を磨くための素晴らしい時間でもありました。また、
授業以外でも、サークルなど様々な課外活動をすることができま
すが、それらもまた英語でコミュニケーションをとるいい機会に

イギリス

イギリス

滞在方法 寮

しているため、週末を利用してロンドンやイギリス国内の他の都

イギリスの大学が日本の大学と大きく異なるところは、大学に

イギリスの国土は、それほど広くなく、国内外の移動も他の国
ほど大変ではありません。電車、高速バス、飛行機も広く普及

University of Southampton

University of Southampton

（course catalog：http://www.southampton.ac.uk/courses/undergraduate.page）

所縁の土地であることも関連して女性

多様性に富んだコミュニティの中で日本人としての
誇りを持ちながら生活を送れたということはとて
も有意義なことだと感じています。

なりました。

空港からのアクセス

レベル別の履修形態
●IELTS 5.5以上（ただし、全てのバンドが5.0以上）
２月下旬〜６月：EAS（English for Academic Study）
７月〜９月：Pre-sessional course
９月〜１月下旬：Academic

Heathrow空港の場合：バス利用（National Express Coach
Service）が便利です。Heathrow空港ターミナル１、２、３近

キャンパス

Southamptonについて

くに乗り場があります。Highfield Campus Interchangeまで

International OfficeやStudent Union、総合図書館などのあ

ヴィクトリア時代に英国一の港となり、クイーンエリザベス２号など

の費用は約￡21、所要時間は約２時間です。あとは必要に応じて

るHighfield CampusとSchool of Humanities の あ るAvenue

名だたるクルーズ船の寄港する港町で、かのタイタニック号も1912年

Uni-Linkバス利用（学生証があれば無料ですが、一般は￡２です）。

Campusとは徒歩10〜15分の距離です。

にこのSouthamptonの港から航海に出ました。この港からフェリー

Southampton空港の場合：タクシーで10分ほど、約￡７〜８で

Southamptonの英語学科は国内でも高い評価を得ていて、地元

行けます。Uni-Linkバス利用（￡２）も便利で、10分に１本のサ

の高校生にとって難関校になっています。語学関連の専攻科目に関

ービスがあり、所要時間は20分です。

連する書物はAvenue CampusのSchool of Humanitiesにある

作家Jane Austenが19世紀の初めに３年ほど住んでいたことでも知

図書室で参照可能で、またコース毎のリーディング資料は全てこの

られ、所縁の建物が色々あります。Southamptonからは電車・バ

School内の図書室にフォルダにいれて保管されています。

スなどで１時間半程ですが、Austenが晩年８年ほど活発に執筆活

ロンドンから鉄道利用でSouthamptonに向かう場合、キャン
パスへのアクセスはCity Centre駅から市街地を経由するよりも

で23分、Isle of Wightでちょっとした休日を楽しめます。ロンドンへ
はCentral駅か、Southampton空港駅から電車で１時間余りです。

Southampton空港駅、Southampton Airport Parkway Station

動をしていたChawton HouseはSouthampton大学の研究・教育

を利用した方が交通事情が良いようです。

と密接な図書館になっています。

現地スタッフからのメッセージ
I look forward to talking with you about Study Abroad at Southampton and answering any questions you might have.
Southampton is a friendly, cosmopolitan city just one hour from London. We offer a Study Abroad programme with a very
wide and flexible range of courses to study from. With many parks, museums and art galleries, as well as beautiful
countryside, Southampton is a wonderful city to visit and I hope you will decide to study with us in the future. I look forward
to welcoming you to Southampton.

Xiaoyue Jiang (Luna), Faculty Specialist Officer, Faculty of Arts and Humanities
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STUDY ABROAD

Study Abroad

University of Sussex
基本情報
イギリスの新しい高等教育の先駆けと
して約55年前に創設され、国内外での

体験記

英語力とは間違いを恐れずに誰にでも自分の
意見を述べる力だということを学びました。

人気は高くTimes Higher Education

小林 梨乃さん

誌の2010-2012年度の世界大学ランキ
ングでは英国内８位、世界79位につけ
ています。すでに３人のノーベル賞受
賞者を出したほか、国内外の賞を多く
受賞し、アメリカ研究では英国１位、
政治学では国内２位、美術史は３位と
いう優秀な研究業績です。総学生数は
14,000人を超え、120カ国以上からの留
学生が集まって国際色豊かなキャンパ
スです。

ＵＲＬ

http://www.sussex.ac.uk/
（course catalog：http://www.sussex.ac.uk/study/undergraduate）

創 立 年 1961年
運

営 国立

学

費 【2018年度 例】ESL + Academic：GBP£ 12,700（コースにより異なる）

滞在方法 前半：ホームステイ、後半：ホームステイまたは寮

●IELTS 全てのバンドが4.5以上
４月下旬〜６月中旬：Intensive English（ 英 語 ク ラ ス grammar, reading and vocabulary development, writing skills, listening and
speaking）
６月下旬〜８月下旬：Pre-sessional English Course
９月下旬〜１月：Academic

ほとんどの日本便が到着するHeathrow空港の場合、バス利用

けにはいきませんので、常に自分で物事を判断しそれを行動に
移すことを心がけていました。もちろん時には思うようにならな

街の近くにキャンパスを構えており、第一級建築物にも登録され

いこともありましたが、そんなときこそが成長の機会なのだと考

るほどの美しい建物を誇っています。大学は学際的な視点で学

えていました。数々の苦労を経験した中で、アカデミックの授業

ぶことを目標としており、ここでは幅広い分野において深い教養

ではなかなか上手くクラスに馴染むことができず自分の力不足を

を身につけることができます。大学では1000を超えるアカデミッ

実感し寂しくなったこともあります。私はこのような挫折を経験し、

クのクラスの中から自分の興味に合った授業を自由に選択するこ

英語力とは間違いを恐れずに誰にでも自分の意見を述べる力だ

とができますが、ここはまさに多方面に渡る学びを実現できると

ということを学びました。私が少し開き直って堂々と自分を発信

ころだと言えるでしょう！そんなサセックス大学が位置するブライ

することができる

トンは古風な街並みの中にも新しさを拒まず取り入れていくよう

ようになれるよう

な姿勢をもったこところです。８月にはブライトン・プライドとい

に育ててくれた場

うLGBTの無差別化をテーマにした大規模なイベントが開催され

所は、いつでもだ

ますが、この時期になると遠方からもたくさんの人々が訪れ、ブ

れでも暖かく迎え

ライトン特有の石浜や透き通った海で夏の太陽とともにパレード

てくれる街ブライ

を楽しんでいます。

トンだと言えるで
しょう。

キャンパス

Brightonについて

Brightonのような賑やかな街から近く、しかもSouth Downs

ヴィクトリア時代に首都ロンドンからの日帰りが可能な保養地として

（National Express Coach Service）が便利です。Brighton

National Parkに囲まれ自然環境にも恵まれたイギリス内でも屈指の

栄え、現在も海岸線には高級ホテルが立ち並んでいます。2000年頃

までの費用は￡28（保険付きは￡１増）、所要時間は約２時間20分

ロケーションと言われています。指定建築物である校舎はSir Basil

から若い世代への人気が高まり、物価も上昇しましたが、その背景

です。鉄道では乗り換えが何度もあり、荷物が多い場合は勧めら

Spenceのデザインで、メインライブラリーはキャンパスに入ってす

には英国で最も人気のビーチがあり、リラックスできるスポット、ま

れません。乗り継ぎ便等でGatwick空港に着いた場合、バス利用

ぐのところに位置し、30万冊の蔵書を誇っています。Language In-

たスポーツや飲食を楽しむ場として発展していること、５月には英国

（National Express Coach Service）の費用は￡8.50（保険付

stitute内には言語関連の図書室があり、様々なビデオやDVDの貸

最大級のアート・フェスティバルが開催され、若者の文化が活発であ

きは￡１増）、所要時間はBrightonまで約１時間、鉄道利用の場

し出し可能、視聴用の部屋が隣接してあります。食材も買えるUnion

ることが挙げられます。街中ではカフェを中心にWiFiが利用でき、場

合￡10程度、30分ほどでBrightonに着きます。上記いずれの手段

Storeがキャンパス内にあり、便利です。Falmer駅舎を出ると通り

所によってはビーチでもインターネットの使用が可能です。何カ所か

もBrightonまでなので、その先は鉄道（National Rail）を利用

を隔てて目の前にFalmerキャンパスが広がり、アクセスも良好です。

あるショッピングエリアのアンティーク街も有名です。1960年代のサ

しキャンパスの真ん前にあるFalmer駅へ電車で８分、路線バス利

ブカルチャーを描いた「さらば青春の光」の舞台です。ロンドンへは

用もできます。

Brighton駅から50分程度です。

現地スタッフからのメッセージ
Hello everyone! My name is James Minhas and the International Officer for Japan at the University of Sussex. I was once an undergraduate
student at Sussex, studying American History (we are one of the top ranked universities in the UK for American Studies) and love the
beautiful green campus and the nearby city of Brighton, where I live now. It is exciting to represent the University in such a wonderful country
as Japan and very much enjoy coming to visit in October and March each year.
Sussex is particularly famous in Japan, as we are consistently ranked number 1 in the world for development studies by QS and have a
variety of development courses in four different schools. Many of our Japanese graduates go onto work for famous institutions such as JICA,
UNDP and UNICEF. Other popular subject areas for Japanese students include: Education, Business, Arts and Humanities, International
Relations and Economics. It is my role to help students from Japan come to Sussex, so feel free to get in touch if you have any questions!

James Minhas, International Officer
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空港からのアクセス

気持ちでした。しかし９か月という限られた時間を無駄にするわ

サセックス大学はイギリス南部の個性溢れるブライトンという

私の留学生活は挫折と成長の連続でした。初めてこの街に来

レベル別の履修形態

た時は何もわからず、たった一人で大海原に投げ出されたような

University of Sussex

University of Sussex

所 在 地 Falmer, Brighton, BN1 9RH United Kingdom

大学では1000を超えるアカデミックのクラスの
中から自分の興味に合った授業を自由に選択す
ることができます。

オーストラリア

STUDY ABROAD

Study Abroad

The University of Newcastle
基本情報
1965年創立の比較的新しい大学です
が、リサーチ面では国内トップ10に評価

体験記

私はSAを通して英語力はもちろん、たくさんの
人々との出会いの中で自分自身が成長したと思います。

されています。郊外型大学では、国内

山田 歩さん

最大の規模を誇っており、約30,000人
（内留学生約6,000人）の学生が学んで
います。 ２つのキャンパスがあります
が、本校プログラムはニューカッスル中
心地から西へ12kmにあるキャラハン・
キャンパスで実施されます。 キャラハ
ン・キャンパスは、森の中に各施設が
点在していますが、SA関連施設（ELICOS（語学学校）
、International office、図書館、文系学部、学生会館等）
はキャンパスの中心部に位置していま
ＵＲＬ

す。アボリジニに関する講義をとること

http://www.newcastle.edu.au/

もできます。

（course catalog：http://www.newcastle.edu.au/course）

創 立 年 1965年
営 公立（州立）

学

費 【2018年度 例】ELI + Academic：AUS$ 16,300（コースにより異なる）

滞在方法 ホームステイまたは寮

空港からのアクセス

レベル別の履修形態

しかし海ばかりあるのではなく、バスに乗れば野生の動物たち

の特徴でもある多文化社会、多文化共生についてもさらに理解

がいる公園から、おしゃれなレストランやカフェがあるシティまで

を深めることが出来、同時に、今まで当然視していた日本独特

簡単に行けます。フレンドリーでリラックスした人々と、ゆったり

の 文 化（ 食

とした時間の流れを楽しみたい方に是非お勧めしたい場所です。

や生活スタイ

そんなニューカッスルでの約10ヶ月間の留学は私の人生において

ル）の側面を

大変影響力のあるものでした。

再認識する大
変貴重な経験

カ月間は、語学学校にて英語の４技能のブラッシュアップに伴い、

でもありまし

大学の授業についていくために必要な技能（ノートテーキング、

た。皆さんも

プレゼンテーション、エッセイの書き方など）を習得します。共

SAで の 新し

に語学学校に通う学生は中国人、韓国人、インド人、タイ人、

い経験を目一

サウジアラビア人などと多様性に富んでいるので現地の友達だ

杯楽しんでき

けでなくアジアやヨーロッパの国の友達もできました。

てください。

キャンパス

Newcastleについて

本校プログラムを実施するキャラハン・キャンパスは、森の中に各

オーストラリア大陸の南東部海岸、ハンター川河口に位置する港湾

ビスを利用する予定です。Sydney空港からそのままバスでNew-

施設が点在しています。ELICOS（語学学校）、International of-

都市です。New South Wales州に属し、シドニーの北約160kmに

castle
（大学・ステイ先）へ向かいます。所用時間は約３時間です。

fice、図書館、文系学部、学生会館等のSA関連施設、さらに医療セ

位置します（シドニーへは日帰り可能）。主要産業は石炭の積出、造

費用は最終帰国時の復路を含め、AUS$180程度（現地払い）です。

ンター、銀行、郵便局等の施設は比較的キャンパスの中心部に位置

船などです。ハンターバレーはワインの産地として世界的に有名です。

しています。スポーツの盛んなNewcastleでは、キャンパス内に各

夏はかなり暑くなります（35〜40℃）が、冬は温暖な気候です。様々

種のスポーツ施設が設けられているのとは別に、（ビーチを含む）市

なスポーツを楽しむことができますが、美しいサーフビーチが多く、

内に様々な施設が見られます。

サーフィンも盛んです。

え等がやや複雑なため、Newcastle大学手配のピックアップサー

●ケース3（前年出願時（10月）にAcademic
履修条件を満たしている学生）
２月下旬〜７月上旬：Academic
７月下旬〜11月下旬：Academic
＊Academic履修条件：日本の大学で１年間履修済み、GPA 2.5以上
TOEFL iBT®テスト 79 ／ IELTS 6.0（全てのバンドが6.0以上）
ELICOS（語学学校）Higher Level Pass in EAP exam
＊ELICOS（語学学校）ではAdvanced English for Academic Purposesコースを履修予定。

現地スタッフからのメッセージ
Dear students,
Welcome to the University of Newcastle and English Language & Foundation Studies Centre. I hope during your time with
us you will improve your English language skills, learn more about Australian culture through meeting international students
from more than 90 countries that study at our university, and enhance your global communication skills.
Dr Anna Bennett Interim Director, English Language & Foundation Studies Centre
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●ケース２（ELICOS（語学学校）終了時に
Academic履修条件を満たしている学生）
２月下旬〜７月上旬：ELICOS
７月下旬〜11月下旬：Academic

SydneyからNewcastleまでは通常鉄道を利用しますが、乗換

私はSAを通して英語力はもちろん、たくさんの人々との出会
いの中で自分自身が成長したと思います。また、オーストラリア

The University of Newcastle

The University of Newcastle

運

は質問等に丁寧に対応してくださいますし、留学生のための授業
やレポート課題のサポートも充実しています。

ニューカッスルは自然豊かで海がとても綺麗な街です。休日の
朝は早起きしてよく海辺に散歩やピクニックに出掛けていました。

ニューカッスル大学は二学期制です。留学期間の最初の約５

所 在 地 University Drive, Callaghan, NSW 2308, Australia

●ケース1（ELICOS（語学学校）終了時に
Academic履修条件を満たしていない学生）
２月下旬〜７月上旬：ELICOS
７月下旬〜11月下旬：ELICOS

ニューカッスルでの約10ヶ月間の留学は私の
人生において大変影響力のあるものでした。

最後の約４ヶ月で取り組んだアカデミックは、授業のスピード
や難易度は語学学校のものと比べて一段と上がりますが、教授

オーストラリア

STUDY ABROAD

Study Abroad

Deakin University
基本情報
1974年 創 立 の 新しい 大 学です。 約
34,000人（内留学生約7,000人）の学生

体験記

私はこの留学を通して新たな価値観を学び、将来したいと
思うことも日本にいた頃とは180度変わりました。

が４つのキャンパス（本校のプログラ

杉村 和也さん

ムはメルボルン郊外のバーウッド・キャ
ンパスで実施）
で学んでいます。人文、
教育などの伝統的な学問分野のほか、
近年はスポーツ科学やワイン科学など
のユニークな専攻も人気を呼んでいま
す。 優れた教授法と革新的なコース
の提供によって、数多くの賞（２回の
Australian University of the Year
を含む）を受賞しており、また付属英
語学校はメルボルン最大の語学学校の
１つでもあります。
ＵＲＬ

メルボルン留学で得たものは
計り知れないものでした。

れらのクラスにはいわゆるinternational studentが非常に少な
く、ほとんど現地の学生たちで構成されていたので、かなりのプ
レッシャーを感じましたが、自信にもつながりました。

今回の留学が人生で初めての海外渡航となった私にとって、海

これは、どの国に行っても同じことかもしれませんが、私はこ

外で約１年間生活するというのはかなり大きな経験であり、出国

の留学を通して新たな価値観を学び、将来したいと思うことも日

前はかなりの不安を抱いていたのですが、このメルボルン留学

本にいた頃とは180度変わりました。このような貴重な経験を与

で得たものは計り知れないものでした。

えてくれたことに感謝しています。

語学学校から始まり、大学での正規の講義などを通して、英
語はもちろんのことですが、それ以外にも多くのことを学びまし
た。現地の学生の学習スタイルや授業の雰囲気を実際に感じた

http://www.deakin.edu.au/
（course catalog：http://www.deakin.edu.au/study-at-deakin/find-a-course）

所 在 地 221 Burwood Highway, Burwood, Victoria 3125, Australia
創 立 年 1974年

ことで、日本にいた時には考えたこともなかったような新たなも
のの見方などを身につけることができたのではないかと感じてい
ます。特にアカデミック科目の履修は留学での大きな経験の一
つだと思います。大学の授業はレクチャーという大教室で行われ
る講義型のものと、セミナーという少人数で行われるものに分か

運

営 公立（州立）

学

費 【2018年度 例】DUELI + Academic：AUS$ 16,265（コースにより異なる）

滞在方法 前半：ホームステイ、後半：ホームステイまたは寮

れています。基本的にセミナーはレクチャーで学んだことの内容
をさらに深めるためのもので、ディスカッションなども含まれます。
私は３科目履修したのですが、そのうちの２科目のセミナーはデ
複数人数で行われるグループワークなどをしました。加えて、こ

空港からのアクセス

レベル別の履修形態

Deakin大学手配のピックアップサービスを利用します。Melbourne空港からバスで市内（大学、ステイ先）へ向かいます。所
用時間は約１時間半です。

●ケース２（DUELI（語学学校）終了時に
Academic履修条件を満たしている学生）
２月下旬〜７月上旬：DUELI
７月下旬〜10月下旬：Academic
11月中旬〜12月下旬：DUELI
●ケース3（前年出願時（10月）にAcademic
履修条件を満たしている学生）
２月下旬〜７月上旬：Academic
７月下旬〜10月下旬：Academic
11月中旬〜12月下旬：DUELI

キャンパス

Melbourneについて

バーウッド・キャンパスは活気ある都会型キャンパスで、12,000人以

オーストラリア第二の都市で、Victoria州の州都でもあります。新

上の学部生、院生が学んでいます。メルボルン郊外東部にあり、メ

旧の建物、様々な民族コミュニティー、世界各国のレストラン等が入

ルボルンの中心地からはトラムで約45分です。近代的な建造物の点

り混じる多文化都市です。冬は冷え込みますが、降雪は稀です。近

在するキャンパス内にはIcon Art Gallery、図書館、カフェ、レスト

代的で忙しい大都市のイメージが強いシドニーと比べると、のんびり

ラン、バー、キャンパス・ショップ、書店、各種スポーツ施設等が揃

して住みやすいという印象を持たれており、５年連続で「世界で最

っています。

も住みやすい都市」（エコノミスト誌（2011〜2015））にも選ばれてい
ます。

＊Academic履修条件：日本の大学で１年間履修済み、GPA2.5以上
TOEFL iBT®テスト 79（Writing 21）
／IELTS 6.0（全てのバンドが6.0以上）
DUELI（語学学校）60/100 Pass in EAP３ exam
＊DUELI（語学学校）ではEnglish for Academic Purposes ３ コースを履修予定。
＊（Academic履修後の）11月中旬〜12月下旬のDUELI（語学学校）では、上級英語
のブラッシュ・アップを実施する予定。

現地スタッフからのメッセージ
I would like to extend my personal welcome to all the students at Doshisha University who are planning to study at Deakin
University and Deakin University English Language Institute. At Deakin we are proud of our reputation as one of Australia’s
best providers of English language and Study Abroad programs for international students.
Studying at Deakin provides you with a wonderful chance to meet new people and make life-long friendships with a wide
range of people from all over the world. It is a fantastic opportunity to share knowledge, ideas and experiences.
I look forward to meeting you in Japan and when you arrive at Deakin. I look forward to assisting you to achieve your future
dream. Good Luck!
Ben Stubbs, Director, Deakin University English Language Institute
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●ケース1（DUELI（語学学校）終了時に
Academic履修条件を満たしていない学生）
２月下旬〜７月中旬：DUELI
７月下旬〜12月下旬：DUELI

Deakin University

Deakin University

ィスカッションが多く、毎回の授業で現地の学生たちとの議論や、

ニュージーランド

STUDY ABROAD

Study Abroad

Victoria University of Wellington
基本情報
Victoria University of Wellington
（VUW）は1897年に設立されました。

体験記

ずっと夢だった長期留学をWellingtonで、VUWで過ごす
ことができたのは、私の人生においての一生の宝物です。

New Zealandの 首 都Wellington の

増田 帆香さん

中心部に位置します。行政を担う官庁
街や港公園に隣接した美しい大学です。
New Zealandでも最も古い国立大学
のひとつであり、約17,000人の学生が
勉強しています。そのうちの約3,000人
が留学生で、国際色豊かな総合大学で
す。人文・社会科学部、商学・経営学
部、教育学部、法学部、建築デザイン
学部、工学部、理学部の７つの学部が
あります。

ＵＲＬ

http://www.victoria.ac.nz/
（course catalog：http://www.victoria.ac.nz/study/programmes-courses/courses）

所 在 地 Wellington, 6140, New Zealand
創 立 年 1897年
運

営 公立

学

費

【2018年度 例】EPP + Trimester2 + Trimester3：NZ$ 25,065
（コースにより異なる）

滞在方法 ホームステイまたは寮

空港からのアクセス

レベル別の履修形態

●ケース２（TOEFL ITPⓇテスト 450+/IELTS 4.0+）
３月上旬〜６月上旬：EPP Programme
７月上旬〜10月上旬：Academic（EPP 3, 4, 4, 4）
11月中旬〜２月下旬：Academic

最寄りの空港はWellington空港です。日本からはAuckland 経
由で約10時間程度、そして、Auckland からWellingtonへは約１

Wellingtonは本当に素敵な街です。街が小さいからか、ニュ

は公用語が３つ（英語、マオリ語、NZSL）あり、それぞれの
言語に触れる機会が多く設けられています。私は履修していたマ
オリ語に加え毎週、聴覚障碍者の方から手話を学んでいました。

ージーランドのお国柄か、誰でもみんな友達、そんなスタンス

この国ならではのこれらの言語との出会いは、私に新しい世界を

でいる人が多く、Wellingtonに住んでいる人々は本当に心の温

見せてくれました。

かい人ばかりでした。またこの街には様々な出会いの場がありま

楽しいことと同じくらい悔しさも感じた一年でしたが、それを

す。例えば、毎週の日本大使館での日本語ボランティアは現地

経験するのも留学の意義だと思います。そして困難に向き合え

の人と接するとてもいい機会でした。それほど大きくないこの街

たという事実は、自分そのもの

に、日本に興味を持つ人がこんなにも多くいることを知り嬉しか

を成長させてくれたと共に、こ

ったです。

れからの人生の糧になると信じ

約３か月通ったEPPは少人数制だったこともあり、すぐにクラ

ています。 異なるルーツを持

スメイトと仲を深めることができました。私とは異なる価値観を

つ人々と関わり学んだこの一年

持つ彼らとの交流は、私の視野を大きく広げてくれました。アカ

は私にとって、とても刺激的で

デミックが始まってからは勉強に追われる日々を送りました。私

自分を見つめ直し新たな視野

の履修していた科目は留学生がとても少なく、現地の学生ばかり

を持つきっかけを与えてくれま

だったため彼らに追いつくのに毎日必死でした。しかし自分の関

した。ずっと夢だった長期留学

心分野を違う文化を背景に持つ彼らと探究できた時間は、とても

をWellington で、VUW で 過

有意義なものでした。多種多様な科目から自分の興味分野を学

ごすことができたのは、私の人

ぶことができるのもVUWの魅力です。またニュージーランドに

生においての一生の宝物です。

キャンパス

Wellingtonについて

キャンパスはKelburn、
Pipitea、
Karori、
Te Aroと４つありますが、

New Zealandは北島と南島から成っていますが、Wellingtonは

時間かかります。空港から大学まではタクシーで約20分かかります。

大学英語準備プログラムEPP（English Proficiency Program）

北島の一番南に位置しています。美しい海と丘の街で、特に丘の上

シャトルバスでは約30分〜40分かかります（NZ$17程度）。電車は

も人文系、社会系の大学科目のクラスもほとんどがKelburnキャン

から望む街の景色は印象的です。芸術、文化の面からもWellington

ありません。

パスで開講されています。Kelburnキャンパスは港町Wellingtonが

は中心的な存在で様々なイベントが開催されています。また、大学か

眺められる丘の上に位置しています。このキャンパスに図書館、学

ら近いニュージーランド国立博物館はNew Zealandの歴史や自然、

生食堂、ジムなどの学生生活に必要な設備はほとんど整っています。

そして、先住民族マオリ族の文化について学ぶには理想的な環境にな

Wellingtonの町の中心部である官庁街、デパートやレストランのあ

っています。姉妹都市のひとつに大阪の堺市があります。

る繁華街、市民や観光客が集う港公園もすぐ近くにあります。

●ケース４（TOEFL iBTⓇテスト 80+/IELTS 6.0+）
２月下旬〜６月下旬：Academic
７月中旬〜10月下旬：Academic
11月中旬〜２月下旬：Academic

現地スタッフからのメッセージ
Wellington is a great city in which to live and study. With its scenic hills and natural harbour, the capital city of New Zealand
has unrivalled cultural, economic and political dimensions, and offers all the benefits of a major city in a safe, compact
environment.
Victoria has been the academic heart of the region for over 100 years and continues to produce high-quality graduates well
equipped to become the new generation of scholars, inventors, entrepreneurs, and business and civic leaders.
At Victoria, you will join a warm, open and diverse community of students from over 100 countries. We have excellent
support networks built up from over 50 years of looking after the needs of international students.
I welcome you to Victoria University and wish you the very best in your studies. I hope you enjoy your time here and take the
opportunity we offer to achieve academic excellence.
Professor Roberto Rabel, Pro Vice-Chancellor (International)
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●ケース３（TOEFL ITPⓇテスト 525+/IELTS 5.5+）
２月下旬〜６月上旬：Foundation Studies
７月中旬〜10月下旬：Academic（TOEFL iBT®テスト 80+/IELTS 6.0+）
11月中旬〜２月下旬：Academic

Victoria University of Wellington

Victoria University of Wellington

●ケース１（TOEFL ITPⓇテスト 450+/IELTS 4.0+）
３月上旬〜６月上旬：EPP Programme
７月上旬〜10月上旬：EPP Programme
11月中旬〜２月下旬：Academic（EPP 3, 4, 4, 4）

この街には様々な出会いの場があります。

STUDY ABROAD を迎える前に
生 活 編
SA先の国で安全・快適に過ごすためには、事前の情報収集は欠かせません。以下に挙げた情報はあくまで一般的なものです。
特にオリエンテーションや住居については、SA先大学からのインフォメーションにきちんと目を通し、必要であれば各自イン
ターネットを使って調べるなど、自ら情報を収集する癖をつけておきましょう。

■食

■ オリエンテーション

事

食事のパターンは、大きくわけて以下の3つがあります。いずれ

SA先の大学の多くは、新たに入学した留学生にキャンパスや学

の場合でも、偏食を避けて栄養のバランスを考えた食事をとるよう

内施設を紹介するなどの、オリエンテーションを開催していま
す。オリエンテーションは１日程度のものから、長い場合だと１

に心がけましょう。

週間以上に渡ることもあります。参加が義務付けられている場合

●Meal-Plan

もあれば自由参加の場合もありますが、できる限り出席すること

■ 逆カルチャーショック

「カルチャーショック」とは、外国など異なる文化の環境下で生
活するときに、自分の生まれ育った国や文化で培ってきた言葉や習
慣、行動様式などが通用しないことで起こるショック状態のことで
す。これは、異文化適応のための自然な過程ですが、自分自身の根
幹である考え方、生き方、存在そのものを揺るがす場合もあり、そ
の影響が疲労感、焦り、不安、神経質、憂鬱、睡眠不足、摂食障
害、対人恐怖症などとなって現れることもあります。
大切なのは、カルチャーショックについてあらかじめ知ってお
き、実際にカルチャーショックを感じたときに、身近なアドバイ
ザーやカウンセラー、友人に気軽に相談することです。カルチャー
ショックを感じた出来事を肯定的に受け止め、それを自分なりに克
服すれば、自文化と他文化の長所と短所を冷静に比較できる目をも
つことができるようになり、状況に応じて臨機応変に行動できる能
力が培われることでしょう。

カルチャーショックとは反対に、SA後に日本の社会に復帰する
にあたって直面する適応上の問題や心理的葛藤を「逆カルチャー
ショック」といいます。SA先の国で培った価値観や行動様式を、
そのまま日本に持ち帰ったもののそれが通用せず、「以前とかわっ
た」などと批判されてショックが起きるのです。
逆カルチャーショックへの対処法で大切なことは、自分自身を肯
定的にとらえることです。一度カルチャーショックを乗り越えて異
文化に適応できたからこそ逆カルチャーショックが起こっているの
ですから、自分は２つの文化に適応できた、日本とSA先の国の両
方の良い面、悪い面について考えることができるようになったとい
う積極的な考え方をするように心がけましょう。
カルチャーショックを克服したように、逆カルチャーショックも
月日が解決してくれます。あまり焦らず、自分の置かれた環境をよ
く観察して、どのようにしたら「SA体験」をこれからの進路に生
かせるかを考えましょう。

通常ビュッフェ形式で、通常１週間あたりの食事の回数が決まっ

をおすすめします。

ています。週15回、19回、21回など自分のライフスタイルに合

オリエンテーションで扱われるテーマは、図書館や医療センター

わせて選べることが多いようです。

などの学内施設の紹介や、各種支援サービスなどの学内リソースの

●ホームステイでの食事

紹介、科目履修登録の方法、その国の文化・生活についての説明、
ビザや法規制に関する説明など多岐に渡ります。どれも、その国で

一般的に平日は朝・夕食付き、週末や休日は朝・昼・夕食付きと

SA生活を送るために大切な情報です。また、オリエンテーション

なっています。平日の昼食は、各自でSA先大学のカフェテリアや

の場で他の留学生と出会ったり、留学生アドバイザーと知り合うこ

大学近くのレストランなどで食べることになります。その他、平

ともできます。

日・休日を問わず1日3食付きの場合もあり、その場合は平日の昼
食は自分でお弁当を準備して持参することになります。

■住

■ カルチャーショック

●自炊

居

寮の部屋に備え付けられているキッチンや共同キッチンで自炊で

SA先での住居は主に次の２つに分けられ、大学側が指定する住

きる宿舎もあります。できるだけバランスを考えた食事をとるよう

居に滞在します。ただし、SA先地域や大学、年度によって居住形

にしましょう。

態は異なります。

〈大学寮〉

危機管理・健康管理編
SA先でもつい日本と同じ感覚で行動してしまったり、逆に、SA先での開放感のために日本ではしないようなことまでしてしま
うことがあるかもしれません。健康かつ安全なSA生活を送るために、一人ひとりが自分の行動に責任を持ち、安全に配慮すること
が大切です。

■ 通信手段の確保

■ 麻薬・覚醒剤

SA期間中、日本の家族や友人、大学関係者と連絡をとること

近年、世界中で麻薬・覚醒剤の汚染が広まっています。SA先

ができるように通信手段をきちんと確保しておきましょう。特に

の国の中には、日本よりも薬物が身近に感じられる環境の国があ

ご家族とは、SA前にしっかり連絡手段・頻度について相談して

ることも事実です。特にマリファナは、タバコよりも害が少なく

おいてください。日本に残された人たちは、想像以上に異国の地

常習性が低いと考えられている国もあり、日本より比較的手に入

にいる皆さんの身を案じています。現地に着いたら「無事に到着

りやすいことから、旅行中に手を出す人もいるようです。

しました」、折にふれて「元気にすごしています」、旅行に出か

しかし、マリファナを含む麻薬・覚醒剤は、手を出すと、身体

ける際には「いつからいつまでどこへ出かけます」といった連絡

的・精神的に薬物に依存してしまい、自発的に使用をやめること

大学内にある学生寮に滞在する形態です。ルームメイトがいる２

があるだけで、安心してみなさんの帰りを待つことができるので

が困難になります。気軽な好奇心から薬物に手を染めないよう、

人部屋の寮もあれば、個室がいくつかあり、共同で利用するリビン

す。また、SA先の国・地域で地震や台風などの大きな災害や事

海外生活の安全を第一に考え、十分に気をつけて生活してくださ

件・事故（ハイジャック、テロなど）が発生したら、いち早く無

い。麻薬・覚醒剤の所持・使用は世界の多くの国で厳しく禁じら

事であることを知らせてください。

れています。国によって違いがありますが、どの国でも薬物犯罪

■ 課外活動

グやキッチン、バスルームなどに隣接しているアパートタイプの寮

SA期間中に最も重視すべきことは、授業への出席を始めとする

もあります。ほとんどの場合、ベッド、勉強机、クローゼットなど

勉強面であることは言うまでもありませんが、放課後や休日など

は備え付けられていますが、シーツや毛布などは各自で用意しま

に対してはたいへん厳しい罰則を設けています。

の余暇は各自で自由に時間を使うことができることです。SA先大

す。生活用品は学生同士で譲り合ったり、近隣のディスカウントス

学の学生や地域の人々との交流は自分次第でいくらでも可能です

トアなどで揃えることが多いようです。

ので、興味のある活動には積極的に参加して充実したSA生活を

食事は多くの場合、大学の食堂やカフェテリアを利用します。食

送ってください。

堂やカフェテリアのMeal-Plan（食費）を寮費と一緒に納める場合

SA期間中は、SA先大学にあるクラブ活動に参加したり、ボラ

もあります。キッチンがついている寮であれば自炊もできます。そ

ンティアやインターンシップに参加することもできます。積極的に

の他、寮内にはラウンジやシャワールーム、コインランドリーなど

情報収集をして、興味のある分野の活動を探してみましょう。こう

も完備されています。

いった活動に参加することで、交友関係が広がったり、視野が広

〈ホームステイ〉

がって将来の道が見えてくることもあります。興味があれば、SA

る形態です。語学留学プログラムなど、比較的短期の滞在期間の場

その他、SA先大学の国際センターなどが主催している留学生の

合にホームステイが選択されることが多くあります。家具付きの１

ための交流プログラムもあります。語学パートナーの制度や

人部屋が与えられ、家族の一員としてSA期間を過ごします。ホス

International Festivalなど、大学によってさまざまなプログラム

トファミリーの家族構成は、両親と子供、老夫婦、シングルペアレ

が準備されていますので、有効に活用しましょう。

アメリカ・カナダ･オーストラリア・ニュージーランド…終身刑
イギリス…無期懲役

日本を離れて留学するということは、言葉も文化も異なる国で生

中国･台湾…死刑

活をするということです。時に、文化の相違から意思の疎通が上手
くいかず、予想もしないような誤解を招くことがあります。このよ
うな誤解が、レイプやセクシャルハラスメントを引き起こすことも

■ 自動車の運転

あるのです。これらのトラブルから自分自身を守るためには、文化
の違いを理解することが大切です。また、これらは日本人だけの問

同志社大学では、本学の留学プログラムによる留学中に自動車を

題や女性だけの問題ではなく、誰もが被害者にも加害者にもなりえる

運転することを禁じています。慣れない海外での車の運転は大変危

のだということをきちんと認識しておきましょう。

険です。「外国人であること」「現地の言葉を十分に話せないこ

他人からの誘いに対して、必要に応じ、はっきり
「No」
と伝えましょ

と」「学生であること」は万が一の時の責任を回避する言い訳とし

う。あいまいな態度は禁物です。よく知らない人と閉ざされた空間で

ては通用しません。海外では道路標識や法律が日本と異なる上に、

２人きりになることも避けた方がよいでしょう。万が一トラブルが発

ントと子供などさまざまです。また、人種や宗教なども家族ごとに

生し、当事者同士の話し合いで解決が困難な場合は、大学の留学生ア

違います。身をもってSA先の生活様式や文化を学ぶことができる

ドバイザーやカウンセラーなど、信頼のおける人に相談してください。

交通事故を起こしてしまった場合には、多額の賠償金を請求される
ことがあります。

と同時に、SA先に「家族」ができる貴重な経験でもあります。

危機管理については、出発前に詳しい説明会を開催します。
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STUDY ABROADを迎える前に

先大学の担当者や各団体に問い合わせてみてください。

SA先大学やその提携機関が斡旋する、現地の一般家庭に滞在す

〈薬物犯罪に対する世界各国の最高刑〉

■ セクシャルハラスメント

■ 安全の確保とトラブル回避

STUDY ABROAD

■ 健康管理

①自分の居所・所在を明らかに！

ガイド

日本での生活と海外での生活は当然異なります。今までは家族と
一緒に生活していて、一人暮らしの経験がない人もいるでしょう。

SA期間中の居所・所在は、確定や変更（休暇等で短期にどこ

健康にSA生活を送るために、予備知識を持ち、日ごろから注意し

かへ出かける時を含む）の際、家族、友人（国内外）、ホスト

パスポートについて

て生活することが大切です。

ファミリー及び大学の指定する連絡先に必ず知らせてください。
また、旅券法第16条により、外国に住所または居所を定めて

〈出発前に準備しておくべきこと〉

3ヶ月以上滞在する日本人は、その地域を管轄する日本大使館また

●SA先へは、必ず常備薬を持参しましょう。

は総領事館（在外公館）に速やかに在留届を提出することが義務付

●持病がある人は、自分で対処法を十分に理解し、病気の内容や今

けられています。災害や事件・事故に巻き込まれた際には、日本国

までの経過を説明できるようにしておきましょう。かかりつけの

大使館や総領事館は在留届をもとに皆さんの所在や緊急連絡先を確

お医者さんに英語で診断書を書いてもらっておくと安心です。

認して援護にあたります。郵送・FAXでの提出やインターネット

●めがねやコンタクトレンズを使用している場合は、スペアを持参

での在留届電子届出システムにより提出することもできます。

しましょう。
●歯の治療は、国によっては良い治療を受けられなかったり治療費

詳細は以下のウェブサイトで確認してください。

が高額だったりする場合があります。海外旅行保険などでは原則

外務省渡航関連情報（届出・証明 在留届について）
http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/todoke/zairyu/index.html

として歯の治療はカバーしていないので、出発前に必要な治療を
しておきましょう。

外務省ORRnet（インターネットによる在留届電子届出システム）
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/

〈留学中に注意すべきこと〉
●現地での生活に慣れるまでは、できるだけ睡眠をしっかりとって

②現地での行動のポイント

十分に休養するようにしましょう。

危険は自分でできる限り避けるよう行動しましょう。「自分の

●規則正しい生活を送りましょう。SA生活を送る中では夜遅くま

身は自分で守る」という基本姿勢を徹底してください。海外は、

で勉強することも多いかもしれませんが、毎日規則正しい生活を

日本とは常識（特に安全面）が異なることをよく理解しておきま

送る方が勉強の効率もあがります。メリハリのある生活を心がけ

しょう。大学以外の環境では特に、絶えず緊張感をもって行動

ましょう。

し、安全に関する情報収集に努めてください。また、日没後は一

申請から受領までの流れ

パスポート（旅券）とは、政府ないしそれに相当する公的機関が交
付し、国外に渡航する者に国籍およびその他身分に関する事項に証明
を与え、外国官憲に保護を依頼する公文書です。つまり、パスポート

場 所

は国外においては自分の身分を証明する公的で最も通用度の高い身分

住民登録のある各都道府県の旅券事務所

証明書であり、海外へ渡航する際には必ず取得しなければならないも

一定の条件を満たせば居所申請により、住民登録のある都道府県では
なく現在居住している都道府県で申請可能。

のです。日本の旅券の有効期間は発効日から５年または10年の2種

申請に必要な書類

類があり、20歳未満の人は5年の旅券のみ申請できます。申請、交
付事務は各都道府県の旅券事務所で取り扱われています。

・一般旅券発給申請書… １通 ・写真（45mm×35mm）…１葉
・戸籍謄本又は抄本…… １通 ・本人確認書類（運転免許証など）

◎Passport A to Z（外務省ホームページ）

・住民票の写し………… １通

http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/passport/

受領まで
通常１週間程度
（土・日・休日を除く）

◎各都道府県の旅券事務所ホームページ
京都府…http://www.pref.kyoto.jp/passport/index.html

受領に必要な書類

大阪府…http://www.pref.osaka.lg.jp/passport/

・申請の時に渡された受理票（受領証）

兵庫県…http://www.hyogo-passport.jp/

・手数料（必要額の収入証紙及び収入印紙を受領証に貼付）

奈良県…http://www.pref.nara.jp/18114.htm

・10年間有効な旅券（20歳以上）… 16,000円

滋賀県…http://www.pref.shiga.lg.jp/b/kokusai/passport/

・5年間有効な旅券（12歳以上）……11,000円

●身体の調子がおかしいと感じたら、できるだけ早く病院を受診

人で出歩かない、大金を持ち歩かない、軽率な行動はとらないな

必ず本人が交付（申請）窓口で交付を受ける必要があります。

し、治療を受けましょう。大学には診療所や病院がある場合が多

どの注意も必要です。自分自身を客観的に見る目を持ち、犯罪者

いので、早い時期に一度訪れてみてもよいかもしれません。

にとって狙われやすい格好や隙のある行動をしていないかを常に

●SA先で何かあった時に頼れる相談相手を見つけておきましょう。

チェックするようにしてください。

困った時や悩んだ時は、一人で悩まず友人や知人、SA先大学のス

大学の中には、深夜にキャンパス内を移動しなければならない

タッフやアドバイザー、カウンセラーに相談しましょう。

際に利用できるエスコートサービスを提供している大学もありま
す。依頼をすれば寮まで送り届けてくれますので、SA先大学に

〈万が一怪我をしたら／病気になったら〉

このようなサービスがある場合には積極的に利用してください。

●まずは大学の診療所や近隣の病院を受診しましょう。

STUDY ABROAD

した時には、身近な人に助けを求めるとともに、後述の「危機管

突発事故や災害が発生した時には、日本大使館・総領事館に連

理サービス」の指定連絡先に電話をし、適切な対応方法をアドバ

絡をとって指示を仰いでください。窃盗、強盗、詐欺などのトラ

イスしてもらいましょう。

ブルにあった場合は、まず警察に被害届を出し、警察からポリス

●病院を受診した際は、必ず「診断書」と「領収書」をもらってお

レポート（被害届）の受理書を受け取ってください。これは、そ

くようにしましょう。後日、海外旅行保険を使って保険金の請求

の後のパスポート再発行や保険請求に必要となります。

をする際に使用します。また、病院で出された処方箋で薬を購入

いずれの場合も「危機管理サービス」の指定連絡先へ連絡をす

した場合にはその費用も請求が可能なので、領収書を保存してお

れば手続き等について適切なアドバイスやサポートを受けること

くことをおすすめします。

ができます。

STUDY ABROADを迎える前に

■保

■ 危機管理サービス

険

SAに行く学生は、本学部が契約している留学生危機管理サービ

SAに出発する際には、必ず保険に加入する必要があります。SA

スに自動的に加入することになります。危機管理サービスには、現

先の国や地域・大学で加入できる（または加入が義務付けられてい

地での生活サポート、滞在中のトラブル対処、滞在中の緊急対応な

る）保険もありますが、カバーされる内容や金額が不十分な場合が

どが含まれます。

多い為、海外旅行保険や留学生保険への加入が必須となります。
いては、SA先決定後、改めて案内します。
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改正

1983年11月10日
1998年2月19日
2005年3月17日
2008年3月13日
2010年12月2日

1994年5月12日
1999年2月18日
2006年6月1日
2010年1月28日
2015年3月12日

1983年3月17日
制定

（設置）
第１条 本学の学部又は大学院の学生が、本学の教育課程の一環として学則第27
条の2、大学院学則第20条の2、専門職大学院学則第29条又は法科大学院学則第
15条により留学する場合は、
この内規の定めるところによる。
（教育機関の定義）
第2条 この内規にいう外国の大学とは、外国における正規の高等教育機関で学位
授与権を有するもの、又はこれに相当する教育機関をいう。
2 外国の大学の調査認定は、学部教授会、研究科教授会又は研究科委員会が
行う。
（留学の定義）
第3条 この内規にいう留学とは、本学の許可を受けて外国の大学に在学し、科目
を履修し、又は研究指導を受けることをいう。
（条件）
第4条 この内規の適用を受けて留学する学生は、次の要件を満たさなければなら
ない。
ただし、大学院学生には適用しない。
（1） 本学に1年以上在学していること。
（2） 30単位以上修得していること。
２ 前項第２号は、
当該学部教授会の認める特別の事情がある場合には、
適用しない。
（学籍）
第5条 この内規の適用を受けて留学する学生の本学学籍上の取扱いは、在学留
学とし、休学としない。ただし、学生が休学を認められ、外国の大学で学修する場合
は、
この内規は適用しない。
（期間）
第6条 在学中に留学できる期間は、1年以内とする。在学留学期間の算定は、留学
先大学の別にかかわらず、当該教育課程における在学留学期間の通算にて行う。
2 当該学部教授会、研究科教授会又は研究科委員会の認める特別の事情がある
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全員一括で加入していただきますので、保険の加入手続きにつ

場合は、
１年間を限度として、在学留学期間の延長を許可する。
（履修）
第7条 留学する大学での履修については、留学前に留学する大学の授業科目を
検討した上、当該学部又は研究科の指導を受けなければならない。
（学生納付金）
第8条 この内規の適用を受けて留学する学生は、留学中所定の学生納付金を納
入しなければならない。
（手続）
第9条 外国の大学に留学する学生で、
この内規の適用を希望する場合は、在学留
学願を当該学部長又は研究科長を通じて学長に提出するものとする。
2 出発・帰国に際しては、留学出発・帰国届を当該学部長又は研究科長を経て、学
長に提出しなければならない。
3 在学留学期間の延長を願い出る場合は、在学留学延長願を当該学部長又は研
究科長を通じて、学長に提出するものとする。
（単位認定）
第10条 単位認定を受けようとする者は、帰国後速やかに、次に掲げる必要書類
（留学した大学の発行するもの）
を添付した取得単位認定願を、当該学部長又は研
究科長に提出するものとする。
（1） 成績証明書（時間数、単位数、科目名を明記したもの）
（2） 指導教員又はこれに準ずる教員の所見を記したもの
（3） 受講した科目の内容を説明した教授細目
（4） 大学履修要項
2 当該学部教授会、研究科教授会又は研究科委員会は、関係機関と協議の上
審議し、留学した大学での取得単位を学則の定めるところにより認定することが
できる。
（帰国後の登録及び履修）
第11条 留学した学生の帰国直後の春学期又は秋学期における登録及び履修に
ついては、当該学部教授会、研究科教授会又は研究科委員会が出国時までの履修
状況等を勘案し、特別の措置を講ずることがある。
なお、設置科目によっては関係機
関との協議を必要とする。
（事務）
第12条 この内規に関する事務は、国際連携推進機構国際センター国際課が
取り扱う。
（改廃）
第13条 この内規の改廃は、教務〔国際〕主任会議及び部長会の審議を経
て、学長が決定する。

外国の大学に留学する学生の取扱いに関する内規

●どの病院を受診すればよいかわからない場合や、緊急事態が発生

③海外でトラブルにあったら

に関する内規
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同志社大学

㻌

●SAに出発する前に、「同志社大学グローバル・コミュニケーション

●SA期間中の帰国は原則として認められません。但し、特別な事情に

学部 Study Abroadに関する誓約書・確認書」を配布します。重要

より日本へ一時帰国する場合には、
「一時帰国届」の提出が必要です。

なことが記載されていますので、熟読し、内容をよく確認してくだ
さい。本人および保証人が署名の上、提出が必要です。

大学からの重要なお知らせは、随時DUETと大学が発行したアドレスへの
E-mailで通知します。必ず定期的に確認するよう、習慣づけてください。
（海外で大学のメールシステムにアクセスする際は学生証裏面に記載のマ
トリックスを使った認証が必要となります。SAには必ず学生証を持って
いくようにしてください。）
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グローバル・コミュニケーション学部

〒610-0394 京田辺市多々羅都谷１-３
TEL：0774-65-7491 E-mail：jt-gcjm@mail.doshisha.ac.jp

