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ように、コミュニケーションに必要な語彙力

留学を最大限活用したい

と文法の力は、しっかり学んで準備してお

留学を成功させるために
必要なこと

■目的意識を持つ

くことが留学の質を高めてくれる。これに

冒頭でも述べたように、留学にはそれぞ

ついては、準備し過ぎるということはない。

れの目的がある。自分が何をしたくてはる
ばるその国までやってきたのか、常に意識

■恥を捨てる

しておくことは何においても大切なことだ。

留学先で多くのことを学ぶために、日本

重要なのは、どれだけの日数が過ぎたかで

人にとって障害となりやすいのが、
「恥ず

はなく、
「どのくらいの期間が残っているか」

かしい」という気持ちだ。分からないことを

を意識しながら日々を過ごすこと。初日から

留学と一口に言っても、その目的はさま

いる人もいるかもしれない。確かに、英語

恥じて質問するのをちゅうちょしたり、失敗

今日まで、できたこと・できなかったことを振

ざま。英語に堪能になりたい、海外の学

に囲まれて生活することは理想的な英語

を恐れる気持ちは自然な感情ではあるも

り返るのではなく、今日から最終日まで、残

校で勉強がしたい、世界中の人とつなが

学習の環境ではあるものの、その際にス

のの、それを理由に一歩引いてしまうのは

りの日数でどれだけのことをしたいか、常に

りたいなど、いろいろな目的や目標を持っ

タート地点が０か１かで、その後の伸びも、

あまりにももったいない。何事にも積極的

計画しながら生活することで、そのときの自

て留学に臨む人がいるだろう。ここでは、

留学生活全体の充実度も大きく変わる。

に挑戦し、分からないことは、どんな些細

分にとって最も必要なことに取り掛かること

そうした多様な形の留学を選んだ場合も、

基本的な会話もままならない状態からス

なことでも質問してみよう。くだらないよう

ができるだろう。あるいはその過程で、当初

共通の充実した留学生活を送るために重

タートすると、英語で意思疎通ができるよう

に思える質問も、いざ聞いてみると思って

思い描いていたこととは大きく違うものに

要となってくるポイントを説明しよう。

になるまで、無駄な時間を取られてしまう。

いた以上に深い答えが返ってきたり、実は

チャレンジする必要が出てくるかもしれな

たとえ語学留学であっても、まず「英語で

他の学生も同じ疑問を持っていることも珍

い。しかし、長く思える留学期間も始まって

勉強する」ことに慣れるまでに時間がか

しくない。加えて、質問することは自分の

しまえばあっという間。時間を無駄にせず、

留学の準備と聞いてどんなことを思い

かっていては、期待するほどの効果を得

理解を助けると同時に、周囲の人々が自

貴重な海外経験をより充実したものにする

浮かべるだろうか。留学先の学校や滞在

られずに帰国することになる可能性もあ

分のことを理解する助けにもなる。自分が

ため、留学で達成したいゴールと、それに

先の下調べ、その国の文化や風土につ

る。一方、基本的な英語を理解できたり、

何をどれだけ理解しているか知らせること

対する自分の今の立ち位置を念頭に置い

いて知っておくことをはじめ、やるべきこと

分からないところを質問したりする力があ

は、その後のコミュニケーションの充実度

て生活するのは重要なことだ。

は山ほどある。しかしそのときに忘れてはな

れば、それだけでも初日からどんどん対話

に深く関わってくるのだ。そのためにも、先

留学初日から何の障害もなく最終日ま

らないのが、英語の勉強だ。
「英語圏に

し、吸収していくことができるだろう。これは

述したように基礎的な英語力、特に語彙

で過ごせる人はいない。失敗や計画の変

留学すれば自然と英語が身に付くから、

次に挙げるポイントとも関わることだが、日

や文法の力を身に付けて、初日からどんど

更を重ねることは成長の証だと思って、充

行ってから勉強すれば大丈夫」と考えて

本語でのフォローがない状態で勉強できる

ん質問できるようにしておくことが重要だ。

実した留学生活にしていってほしい。

■留学に向けての準備

留学経験者の声

留学経験者の声

留学して、英語を強みに希望する大学に合格！

【クラーク記念国際高等学校】

私の意識を変えたフランスでの経験に感謝！

【一般社団法人 WYS 教育交流日本協会】

クラークの留学は、オーストラリアとハワイから選べ、自分の英語力に

10 ヵ月間の交換留学経験は、私の意識を大きく変えました。フランスで

合わせたレベル別クラスで学べるので、英語力を飛躍的に伸ばしたい私に

の日々は、本当に何もかもが豊かでした。家族の団らん、庭での食事、森の散

は、ぴったりのプログラムでした。11 ヵ月の留学で、徐々に会話ができる

歩、新鮮な食材で溢れるmarché での買い物、本を片手にビーチでの読書な

ようになり、初めて英語が楽しいと感じました。結果、留学前には305点

ど、フランスでの日常には素敵な時間がたくさんありました。フランス人独

だった TOEIC のスコアも920点まで伸びました。どのレベルの授業でも、
先生が一方的に話すのではなく、生徒たちも自分の意見を述べることが求

特のオンとオフの切り替えから生まれる心の余裕や幸せを日々感じていまし
倉田陸之介 さん

た。楽しむことは楽しみ、自然や人との交流を大切にしている文化に、学ぶこ

佐々木若菜 さん

められます。英語を学ぶだけでなく、常に学んだ英語を実践的に使うことが、英語力上達に繋

とが多くありました。帰国して以前と同じ忙しい日々に戻りましたが、フランスでの思い出や経

がったと思います。現地には日本人の先生方も常駐しており、困ったこと、悩みがあった時に

験が、いつも私を励まし、私に力をくれます。帰国から10 ヵ月、今でも、さまざまな留学の経験

は気軽に相談できます。英語学習に集中できたのも、先生方のおかげだと思います。帰国後は、

に思いを馳せて、生活を楽しむことを大切にし、視野が狭くならないように心掛けています。東

英語力を活かし、希望する大学の合格も勝ち取ることができました。
「留学が私の人生を変え

京の満員電車の中で、ブルターニュ地方の海辺をホストファミリーと散歩したことを思い出すと、

た」と強く感じた瞬間でした。

肩の力が抜けて、頑張る力が湧いてきます。

PRのページ
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アーツ教育を提供し、幅

山梨学院大学iCLAで国際力UP！

全員保証の交換留学とグローバル
キャンパスで世界がさらに近くなる

学び、多角的な思考力を

900

日本人学生に対する入学

800

時の英語要件は決して高

費用に大きな差が生じることに気づいているだろうか。費用負担の

い、全員が２年次または

大学国際リベラルアーツ学部（iCLA）の例を紹介しよう。

費用負担の少ない「交換留学」

600

の集中プログラムにより
ことができる英語力を養

ス内でグローバルな環境に日常的にふれることができる、山梨学院

700

いものではないが、学内

大学在学中に留学を志す人は増えているが、留学の仕方によって、
少ない「交換留学」を全学生が経験、多くの外国人が学ぶキャンパ

1,000

身につけることかできる。

短期間で海外大学で学ぶ

全学部生に開かれた

大学在籍時に留学した場合の学費

広い学問分野を横断的に

３年次に、１年間の海外

0
（万円） 交換留学で留学
４年間の学費

一般留学で留学 1 年間休学して留学
一般留学の学費

休学費用

＊大学在籍４年間の学費を 600 万円、１年間の一般留学の学費を 200 万円、休学にかかる
在籍料などの学費を 20 万円と試算した場合

留学へと旅立つ。
交換留学の場合、留学先の選択肢が

異なる国の者同士でも、英語を使うこ

限られるのではないかと懸念されるか

とで活発に密度の濃いコミュニケー

もしれないが、iCLA はアメリカ、イギ

ションを取ることが可能だ。入学当初、

に、卒業に４年以上かかることになる。 リス、カナダ、ドイツ、フランス、オラ

英語でのコミュニケーションに慣れて

また、私立大学の場合は休学中の大学

ンダ、フィリピン、韓国など世界に50校

いない学生にも、親身にサポートする

在籍料が発生する。

あまりの提携大学があり、自分の興味

体制が整っている。

大学在学中に１年間留学する際、次

費用負担の少ない交換留学は大変

や目的に合った留学先を選ぶことがで

のようなポイントを検討してみてほし

人気があるが、学業成績などによって

きる。リベラルアーツ教育は海外では

い。
「日本の大学の授業料とは別に、留

一部の学生を選抜する例が多く、一般

一般的なものであり、iCLA で学んだこ

学先の授業料を払う必要があるかどう

には機会がとても限られているといえ

とを、そのまま留学先で生かすことが

海外からの留学生は、キャンパス内

か」
「留学して取得した単位は日本の

るだろう。

可能だ。単なる語学留学ではなく、大

の「国際学生寮」で生活をしている。学

学の正規の授業を受けながら、海外で

部生全員には入学初年度の１年間は寮

自分の可能性を伸ばしていくのである。

生活が義務付けられ、“海外生活” を疑

大学で認められるか」
「留学しても４年

ここに紹介する山梨学院大学の国際

間で卒業可能か」
。これらの点を考慮

リベラルアーツ学部（iCLA）は、全学

すると、在学中の留学のスタイルは「交

部生に「交換留学」が保証されている

換留学」
「認定留学」
「休学留学」と大き

のが大きな特徴だ。
「iCLA では、授業

く３つに分けられる（右図参照）
。

料の相互免除を前提とした交換留学
協定を、海外の多くの大学と結んでい

「交換留学」は、日本の大学に通常の

外国人留学生比率50% 以上
キャンパスは国内留学の環境

iCLA のキャンパスを歩くと、一般

国際学生寮で
海外生活を疑似体験

似体験することになる。留学生ととも
に日々の生活を送ることにより、日常
の中でも英語で基本的なコミュニケー
ションを取る方法を学ぶ。

授業料を払うだけでよく、卒業に必要

ます。本学部から１名が留学した場合、 的な日本の大学とはとても雰囲気が異

部屋は基本的に個室だが、シャワー

な単位も得られる。
「認定留学」は、海

その交換として留学先大学から１名が

なっていることに気づくだろう。文化

や洗面台などの施設を共用したり、リ

外の提携大学で単位を取得するが、海

本学部に留学します。これによって留

や言語の違うさまざまな国から集まっ

ビングスペースで歓談したりしている

外での授業料は私費となる。日本の大

学中の授業料を追加負担する必要が

た学生や教員と出会い、自然と親交を

うちに、英語を使った生活に自然に親

学との間に単位互換認定がない場合、

ないのです」と、同大の古屋光司学長

結べる構内はまるで海外の大学にいる

しんでいく。こういった環境の中、日

は説明する。

ようである。実はここでは、全学生の

本人学生の TOEFL ITP テストスコア

半数以上が外国人であり（左図参照）
、

が半年ほどで50 〜 100点アップする

専任教員の約75% も外国籍である。交

という、驚異的な成果を見せているの

換留学によって在籍する留学生が多い

である。

「休学留学」を選ぶことになるが、海外
での授業料を払う必要が生じるととも

iCLA では、アメリカ式のリベラル

日本人と外国人留学生の在籍比率

留学生
（アフリカ）
1.9%
留学生
（北米）
6.8%

ため４年間通う正規入学の留学生も多

日本版2017』の国際性分野で、日本の

数学んでいる。留学生たちは世界27か

全大学中８位にランクインしました。

国・地域から集まり、アジア圏に加え、 それを象徴する存在が、iCLA なの で

留学生
（中南米）
0.6%

留学生
（オセアニア）
0.6%

ヨーロッパや北米の国々からの割合も

す」と、古屋学長。オープンキャンパス

高いのが特徴だ。文字通りここでは世

などでぜひ、そのグローバルな環境を

界中から集まった学生が学ぶ、グロー

体験してみよう。

バルな環境が整っているのである。
結ぶ大切な共通項が “英語” だ。学内の
公用語は英語であり、ほとんどの授業

日本人
48.8%

が英語で行なわれる。それも、日本の

留学生
（アジア）
25.3%

51.2
51.
2%

「本学は、
『THE 世界大学ランキング

そういった多様な学生・教員たちを

留学生
（欧州）
16.0%

外国人留学生

のはもちろんのこと、学位を取得する

大学で行なわれてきた伝統的な講義形
式ではなく、ディスカッションやプレ

日本人学生

48.8 %

ゼンテーションを主体とする、留学先
の大学で即座に役に立つようなスタイ
ルとなっている。iCLA では、日本にい
ながらにして、すでに留学しているの
と同様の生活を送ることができるのだ。
１学年は約80人と少人数制であり、
学生同士、学生と教員の距離が近い。

2018年度オープンキャンパス（本学）
5月26日（土）、7月16日（月・祝）
8月4日（土）、18日（土）
9月8日（土）
進学相談会（東京・丸の内）
6月30日（土）

iCLA Camp 2018（本学）
9月16日（日）〜 17日（月・祝）
※ 詳細は iCLA 事務室にお問い合わ
せください。
〒400-8575
山梨県甲府市酒折2-4-5
TEL：055-224-1350

email:iclajp@ygu.ac.jp
http://www.icla.jp/
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よって大きく異なる。
留学時期は、留学先の国での新学

現地の学校で卒業を目指す

期（北半球では９月、南半球では１月ま

卒業留学

たは２月）に合わせるのが一般的だ。日
本での学年にあたる学年に入ることが
できるが、語学力への不安や日常生活
に不慣れなことを考慮して、１つ下の学
年を選ぶという考え方もある。

■ 高校卒業後の進路

卒業留学とは、主に海外の高校で現

る。海外の高校への入学には、英語の試

地の高校生と一緒に勉強し、卒業するこ

験結果や日本での授業の成績などの提

留学先で高校を卒業した後の進路

とを目標とする留学のこと。
「正規留学」、

出が合否の判断材料として必須となる。

についても事前に考えておくと安心だ。

「私費留学」、
「進学留学」などと呼ばれ

ただし、語学力に不安がある人には、指

そのまま留学先の国で大学へ進学する場

国生入試は一般入試よりも試験科目が少

ることもある。中学校卒業後すぐに海外の

定の語学集中研修（ESL）への出席を

合は比較的スムーズだが、学期や教育シ

ないのが一般的だが、日本と海外では学

高校に留学することはもちろん、国内で高

条件に入学を許可する学校もある。

ステムが異なる日本や別の国の大学に入

期が異なるので、
１年遅れて受験するケー

学したい場合は下調べや準備が必要にな

スが多いようだ。海外で大学に進学した

るだろう。

い場合、高校在学中に受験資格を得るた

校へ進学した後に留学することも可能だ。

公立の高校では卒業目的の留学生を

卒業留学の魅力の一つは、自分の目的

受け入れない学校もあるため、留学希望

に応じて、留学先の国や学校、期間を自

者は私立校を選択することが多い。私立

由に選択し、プランを組み立てられること

校には、ボーディングスクールという寮制の

AO 入試や帰国生入試といった留学生に

学入学のレベルが日本より高い場合があ

だろう。

学校が多い。現地の生徒や他の留学生

有利な制度を利用できる場合もある。帰

るので注意しよう。

■ 現地の生徒と同じように
卒業留学では、英語をはじめとする現
地の言葉で行なわれる授業や試験を、そ

日本の大学に進学を希望する場合、

と共同生活を送ることで、異文化への適

めの統一試験の受験が必須だったり、大

☝こ ん な 人 に オ ス ス メ

応力や国際感覚、自立心などが養われる
だろう。他には寮ではなく、ホームステイを

●

早いうちに国際感覚を養い、視野を広げたい

して学校に通うケースもある。

●

自立心が人一倍強い

の国の生徒と一緒に受けるため、授業を

留学費用は全額自己負担。年間で約

●

理解できるだけの語学力が必要だ。もちろ

200〜350万円ほどかかるケースが多い

将来、海外の大学に進学したいと思っている

●

ん、成績評価も同じように受けることにな

が、留学先の国や学校、また滞在方法に

日本の高校を離れたい。英語は得意だ

留学経験者の声

留学経験者の声

Ciao! で広がる2つの「わ」〜輪と wow 〜

【公益財団法人 AFS 日本協会】

皆さんはイタリア人というとどのようなイメージを抱いていますか？

文武両道・自立自存を目指す

【慶應義塾ニューヨーク学院】

「皆さんはどう思いますか」と先生が尋ねると、たった10分間で数え切れ

時間にルーズ、流行に敏感、などでしょうか。私が実際に一番強く感じた

ないほどの意見が出ます。生徒一人一人が魅力的なバックグラウンドを持ち、

のは「陽気でつながりを大切にする」という部分です。イタリア語では、気

その経験をもとに意見を述べるため、私のものの見方や考え方は大きく変わ

軽なあいさつに“Ciao!”という言葉を用いるのですが、街を歩くと見知ら

りました。この学校はただ単にバイリンガル・バイカルチャルを促進するだ

ぬ人でも“Ciao!”と声を掛けてくれました。そして一度あいさつを交わせ
ばもう友達！ １年間見知らぬ土地でゼロから人間関係を構築する上で、

けでなく、勉強する環境が整っていると私は感じます。私は日本の中学と現
高塚

航 さん

地の中学の両方を体験しましたが、他の学校に負けないどころか、さらに多

塩谷

渚 さん

彼らのオープンで陽気、そして無邪気な国民性に救われました。やがて“Ciao!”から始まった

いテストや宿題、レポートがあり、生徒は一生懸命勉強します。多くの生徒は勉強と部活動を両

関係はもっと深まり、肌の色や文化的背景を超えた「友達」や「家族」にまでなり、恋バナや真

立させながら、寮生活でこれらをやりくりしています。親元を離れて勉強・部活・掃除や洗濯な

面目な話をしたり、時にはけんかをすることもありました。しかしその体験が、私に「輪」と

どの身の回りのことをこなすのは大変なことです。しかし、生徒は協力し合い、学校側のサポー

いうつながりと、
「wow」という「当たり前」の尊さを教えてくれました。

トを得て楽しい学院生活を送っています。毎日がとても忙しいですが、私は本当に充実した高校
生活が送れています。
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選べないこともある。
選考試験は、作文と面接、そし

１年間の異文化交流

て一般常識試験を中心に行なわれ

交換留学

る。また、ホストファミリーと一緒に生
活するのに十分な英語力があるか
を確かめるための英語の試験を受
ける場合もある。
留学先での学習成果は、36単
位までは日本の高校の履修単位と

交換留学とは、日本の学校に在籍した

あるので、国や文化について英語で説明

して認められるため、帰国後に留年

まま海外の高校あるいは大学で学ぶ留学

できるようにしておくと、さらに交流が深まる

することなく復学することも可能だ。

のこと。期間は約１年間程度が多い。

だろう。

■ 高校の交換留学

ホストファミリーはボランティアで留学生を

■ 大学の交換留学

受け入れている場合が多く、基本的に留

大学での交換留学は、協定を結んで

高校の交換留学制度は、戦後、日米

学中の滞在費はかからない。公立校の多

いる大学間で留学生を派遣し合う留学の

留学中の学費は通常、籍を置いている

の若者が互いの国のことをより深く知り、

くは授業料もかからないので、留学費用は

こと。日本のほとんどの大学は、こうした協

日本の大学のみに支払うが、大学によっ

国際交流を深めることを目的としたことに

アメリカの場合で合計100万円からとなる。

定を結んでいる。留学先の大学で取得し

ては留学期間中の単位の取り扱いや、学

端を発しており、現在ではその他の国にも

ただし、国によっては授業料が必要となる

た単位は、日本で在籍している大学の単

費の支払い方法が異なる場合があるの

広がっている。

場合や学校の寮に入ることもあるため多

位に換算されるのが一般的だ。日本の大

で、各大学の留学相談窓口に問い合わ

少の幅があるだろう。

学を休学しないため、留年せずに卒業す

せて確認しよう。

交換留学ではホームステイで滞在するこ

ることができる。

とがほとんどだ。これは、英語の勉強はも

準備期間として少なくとも１年半ほど見

とより、異文化交流が主な目的であること

ておきたい。その期間に留学団体から資

と、留学期間が１年と限定されていること

料を取り寄せ、数ある交換留学プログラム

とが理由だ。また、現地の生徒と一緒に

を見て比較してみよう。ただし、交換留学

授業を受け、地域社会活動へも積極的

の場合、留学団体の選抜試験に合格し

●

に参加することが求められる。交換留学

た後で各々の適性によって派遣先が決ま

留学はしたいが、留年せずに日本の学校を卒業したい

●

生は日本に関する質問をされることがよく

ることも多いため、留学先の国や学校を

現地の学校の単位を日本の学校の単位に換算したい

留学エージェントの声

☝こ ん な 人 に オ ス ス メ
●

ホームステイで現地の人の暮らしを体験したい。親元を離れてホストファ
ミリーと生活してみたい

留学経験者の声

充実した留学は情報・準備が成功のポイント！

【トフルゼミナール留学センター（テイエス企画株式会社 )】

感受性が豊かな若い時期に海外で学ぶことは、語学や国際感覚を自然な

高校留学というスタート地点

【インターナショナル・フェローシップ日本事務局】

「英語がペラペラになる！」高校留学の宣伝でよく目にする文言ですが、

形で身に付ける意味でも、将来の進学や就職に至るまでその経験がアピー

本当にそれが留学の真の意義でしょうか。少なくとも私にとっては違いま

ルできる意味でも、さまざまなメリットがあります。当校では、高校から留

した。言語は道具ですから、それを使って何を伝え、何を聞くかが大切に

学して海外のトップスクールに進学した方、高校在学中に１年間だけ交換

なってきます。そのことに私が気付いたのは留学も終盤に近付いてからで

留学をして早稲田大の AO 枠で進学した方、高校留学後に帰国枠で上智大

した。上達する英語力とは裏腹に、私は自分が伝えきれなかったこと、得

学に進学した方、大学留学後 UC バークレーに編入・卒業した方など、毎

加藤 芳明 さん

ることが出来なかった知識への後悔を感じることになりました。留学して

島田

花 さん

年多くの卒業生を海外に送り出しています。短期語学研修から１年間の交換留学、卒業を前

から３年、あの気持ちが薄れたことはありません。しかしあの後悔は広い世界をさらに知るた

提とした正規留学など、留学のスタイルもさまざまですので、まずは将来に紐付いた充実し

めの原動力へと変わり、留学で得た自信や英語力が糧となって、私は今大学での学びを全う

た留学生活を送るための正しい情報と将来にむけた戦略、そして綿密な準備を行なっていき

出来ていると自負しています。高校留学は小さな一歩にしか過ぎません。しかし同時にその

ましょう。まずはご相談ください。目的や学力に応じて、あなたにあった留学プランのご提案、

一歩は私にとって、広い世界へ踏み出すスタート地点への一歩でした。皆さんも、高校時代と

進路の相談から目標実現までをトータルサポートしていきます。

いう特別な時期にぜひ新しい世界への扉を開いてみてはいかがでしょうか。
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通ってみたい人や、日本の大学を休
学して留学したい人などが対象。

海外の大学で学ぶ

学位の取得にこだわらなければ、

大学留学

海外の大学で１学期や１学年といった
期間に限り正規の授業が受けられる
「イヤー・アブロード・プログラム」がお
薦めだ。日本の学期に合わせて４月か
ら語学コースを受け、９月から正規の
授業を１学期間（３〜５ヵ月程度）受け

大学留学には大きく分けて３通りの方

English Language Testing System) な

ることができる。日本の大学を１年間

法がある。①海外の大学へ直接入学、

どのスコアを提出する。これらの試験で

休学してこのプログラムを利用する学

②海外の大学へ編入、③１年間などの期

は、授業を理解できるレベルの英語力が

生もいる。
「イヤー・アブロード・プログ

間を決めての留学だ。

求められる。

ラム」で取得した単位が日本の大学で認

① 海外の大学へ直接入学

② 海外の大学へ編入

高校卒業後に海外の大学へ進学を考

日本の大学に在学中で進路を変えたい

えている人や、日本の大学を卒業していな

人や大学を卒業した後もう一度学び直し

くても、海外の大学で勉強したい人などが

たい人などが対象。

対象。

海外は２学期制や３学期制の大学が多

められる場合もある。

イギリス・オセアニア型の大学では、専

■ 国ごとに異なる教育システム
海外の大学教育システムは大きく２種

生は入学前に進学準備として１年間ファウ
ンデーションコースを履修することが必要。
そのため、卒業には合計４年かかる。ファ

カナダ型と、イギリス・オセアニア型だ。

ウンデーションコースでは、大学で必要な

く、編入できるタイミングは１年間に２、３回

アメリカ・カナダ型の大学は、２年または

はなく、書類選考のみで合否が決まること

ある。ただし、単位の計算方法は大学ごと

４年制で、４年制の大学では一般教養と

が大半だ。願書の他に、エッセーや推薦

に異なり、留学前に履修した単位が全て

状なども必要になる。これに加えて、国や

移行できるとは限らないため、事前によく

学 校 によって 異 なるもの の、TOEFL

調べておこう。

(Test of English as a For eign Lan-

③ 期間を決めて留学

ment Test) 、IELTS（ Inter na tional

門分野のみを３年間学ぶ。ただし、留学

類に分けられる。日本と似ているアメリカ・

海外の大学には日本のような入試制度

guage) や SAT (Scholastic Assess-

専門分野を、各２年間ずつ学ぶ。

英語力と専門基礎知識の他に、ノートの
取り方やレポートの書き方なども学ぶ。

☝こ ん な 人 に オ ス ス メ
●

大学レベルの専門知識を海外で、英語で学びたい

●

社会人経験を経てもう一度学び直したい

●

海外の大学で勉強してみたい

学位取得にこだわらず海外の大学に

留学経験者の声

リベラルアーツでの自分探し

留学エージェントの声

【アゴス・ジャパン】

導入校より：英語に対する生徒の姿勢が変わりました。
【全研本社株式会社

リンゲージ事業本部】

学問分野に関係なく、とにかく授業を受けることが好きだった中高生時

英語の４技能をしっかり鍛えたいと考えた時、40人規模のクラスでは

代。入学段階での専攻決定に疑問を抱き、異なる分野の授業を受けてから

どうしてもスピーキングの部分が手薄になってしまいます。オンライン英

専攻を選べるリベラルアーツカレッジを受験しました。 Wesleyan に入

会話は、生徒と講師が一対一で話せる時間がより長く持てるのが魅力です。

学してこの一年で、英語やフランス語の語学系から音楽や舞踊の芸術科目、

最初はドギマギしていた生徒も、外国人講師との会話にコミットしていこ

また社会学や宗教に加えて生物など幅広い分野の授業を履修し、自分の興

うという姿勢が見られるようになりました。導入にあたっては、機器や設

味を確かめることができました。課題や授業内ディスカッションは決して

河本理帆 さん

備の取り扱いや不具合への不安がありましたが、非常に手厚くフォローし

鹿島 国裕 先生

楽ではありませんが、熱意のある教授やクラスメートに囲まれるこの環境のおかげで、授業

ていただきました。リンゲージの講師はどなたもすごく一生懸命で、表情豊かに生徒を何と

へのモチベーションを保つことができます。のびのびと自分の好きな科目を勉強することで

か導いてあげようという姿勢が素晴らしく、感動しました。授業プランに関しても、ただフ

自身と向き合えるリベラルアーツ教育は、まさに私が求めていたものでした。現在は社会学

リートークをするというのではなく、1回1回の授業に目標が立てられ、やろうとしているこ

とフランス研究のダブルメジャーを考えていますが、価値観や目標が変わることを良しとで

とが明確です。予習、実行 ( 授業 )、復習の流れをスムーズに行なうための工夫が、しっかり行

きるリベラルアーツ。3年後どんな卒業生になっているのか、楽しみです。

なわれているのを感じます。
（本郷学園 本郷中学校・高等学校 英語科主任 鹿島 国裕先生）
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ができる貴重な機会となるだろう。

■ どんな資格が得られる？

特定の分野について学ぶ

専門留学

専門学校や大学のエクステンションセ
ンターなどを 修 了 す ると、一 般 に

certificate や diplomaと呼ばれる「修
了証」が得られる。大学の学位に相当
するものではないが、これらがあることで
その分野において専門のスキルを習得

海外の高校や大学に入学・編入して

で、多様な選択肢がある。レベルも基礎か

したことが証明される。就職の際に役立

学ぶ以外にも、専門学校や大学のエクス

ら難関大学での特別コースまで豊富にそ

つのはもちろん、大学でさらに勉強を続

テンションセンター（生涯教育部門）のコー

ろっている。

けたい場合、途中の学年からの編入が

スを受講し、特定の分野について学ぶと

ファッションやアートであれば、アメリカ・

認められることもある。

語学学校でのレッスンと専門分野の勉強

英語については、現地の学生や他国

を同時に行なうというプログラムもある。

いう留学の仕方がある。就職に結びつけ

ニューヨークやイギリス・ロンドンを目指す人

るためにビジネスやコンピューターの知識を

が多い。海外の芸術系のスクールでは、

の留学生とともに学ぶため、講義や実習

まずは力試しのつもりで、夏休みに1週

身につけることもあれば、好きな世界を極

自己アピールや仕事のマネジメントの方法

に参加して理解するだけの力が必要であ

間〜 1カ月程度、興味のある分野のコース

めるために、音楽やアートを選ぶということ

などについての授業があり、好きなことを

り、中には TOEFL や IELTS での一 定

を取ってみるという選択肢もある。さらに続

もできる。中には、料理や美容・エステに

学ぶというだけでなく、やがてそれが仕事

以上のスコアを受講の要件としているとこ

けたいと思ったら、日本の学校を卒業後に

ついて学び、そのスキルを生かして国内

に役立つ可能性が高い。

ろもある。ただし、必ずしもハイレベルな語

本格的なコースで1、2年学び、将来の就

学力が求められるわけではなく、併設の

職に結び付けることができるだろう。

外での就職に役立てているケースもある。

■ 希望に合ったプログラムを選択

旅行会社やホテルなどツーリズム・ホス
ピタリティーの世界で働くことに興味がある

☝こ ん な 人 に オ ス ス メ

場合は、観光を国の主要な産業としてい

特定の分野について学ぼうとする場合

るカナダ、オーストラリア、ニュージーランドな

●

は、まずどこの国で何を学ぶのがよいか考

どが、留学生も学びやすい環境を整えて

好きなことを仕事にしたい

●

えてみよう。ビジネスであれば、やはりアメリ

いる。現地のホテルでの実習やインターン

人とはちょっと違う留学を経験したい

●

カが人気で、1週間程度の短期プログラム

シップといったプログラムを備えている例も

将来の仕事に役立つスキルを海外で身につけたい

●

から、専門学校で1 〜 2年学ぶコースま

多く、海外での仕事に実際に触れること

専門的な資格取得を目指している

留学エージェントの声

留学経験者の声

韓国留学専門！皆様の「やりたい」に応えます！

【日韓友好協会株式会社】

私は高校生の時に韓国へ短期留学し、大学在学中も短期留学と１年間の

アメリカで通訳・翻訳を学んでスキルアップ！
【日本映像翻訳アカデミー

ロサンゼルス校】

一学期目には通訳・翻訳準備コースのプレパラトリーコースを受講しま

長期留学を経験しました。当時「他人と違う道を歩んでみたい」という漠然

した。ネイティブ講師の授業では、実践的な英語が学べ、原文解釈やアウ

とした憧れを持って韓国留学に挑みました。留学生活はとても有意義なも

トプット力を鍛えられたことが、通訳・翻訳に着実に生かされています。

ので、語り尽くせない程の貴重な体験、思い出が私の一生の財産となって

映像翻訳・実務翻訳・通訳では、各分野の基礎やノウハウを身に付けるこ

います。また留学をきっかけに、自分がやりたいことを見つけることがで

とができ、仕事の可能性が広がりました。また、通訳者、翻訳者には、高度

き、現在は韓国留学を希望する方々の留学手続き・現地での生活をサポー

呉本 康彦 さん

な英語力はもちろん、扱うジャンルやトーンに合わせて的確な表現で訳出

細谷 和代 さん

トしています。弊社は韓国留学専門機関として本年で20周年を迎えます。韓国留学専門エー

するスキルも必要です。留学前から英語は勉強していましたが、現地に住み文化を肌で感じ

ジェントだからこそできる、丁寧な相談・迅速かつ豊富な手続き・安心安全のサポートで皆

ることが、理解力や訳出力の向上にいかに重要であるかを改めて実感する毎日です。ロサン

様の韓国留学を実りあるものになるよう、全力でサポートして参りました。数日の体験留学

ゼルスは気候がよく過ごしやすいこともあり、プライベートも楽しんでいます。先生に同行し

や、１週間～４週間の短期留学、３ヵ月以上の長期留学など幅広いプログラムを沢山ご用意し

てイベントに参加し、数々のハリウッドスターと交流する機会もありました。JVTA ロサンゼ

ております。皆様のご相談をスタッフ一同お待ちしております！

ルス校に留学してスキルアップができたので本当によかったです！
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いが、オーストラリアでは「同一雇用主
とされている
での就労は最長6ヵ月まで」

就労可能な海外滞在のスタイル

（一部例外あり）
。一方、修学に関して

ワーキングホリデー

は、オーストラリアは「4 ヵ月以内」、カナ
ダやニュージーランドは「6 ヵ月以内」と
いう制限があり、学ぶことを主な目的と
するものではない。

■ 可能な仕事と必要な英語力
ワーキングホリデーは「留学」とは異な

18 〜 30歳の日本国籍保有者で、現在こ

滞在中の職種に厳しい制限があるわ

り、海外での滞在資格すなわち「ビザ」

のビザで渡航できるのは、オーストラリア・

けではないが、英語圏の国であれば英

の一種。たいていの国で、留学生のアル

ニュージーランドのほか、カナダ・イギリス・

語が堪能でないと就くことが可能な仕

バイ
トにはさまざまな制限があるが、
「ワーキ

フランス・ドイツ・スペインなどの欧米諸国、

事は限られてくるだろう。英語力が初級レ

探すことを自分で一からスタートさせ、長期

ングホリデー」で渡航すれば、アルバイ
トも

韓国・台湾・香港といったアジア圏など、

ベルの人が就きやすい仕事は、カフェやレ

間の生活を経験することで、現地の習慣

しくはフルタイムの社員として働くことが可

20の国と地域。滞在可能期間は１年のと

ストラン、土産物店の店員といったものだ。

や日常の会話を身につけることができる。

能だ。同時に語学学校などに通うことがで

ころが多いが、イギリスなどは２年までとなっ

現地で英語力をつけてから、オフィス勤務

それらが帰国後の進学や就職に大いに

きるため、働きながら生活費や授業料を稼

ている。

をしたり、ホテルスタッフ・ツアーガイ
ドといっ

役立つだろう。自分がどこの国でどんな仕

た仕事に就いている人もいる。

事をしたいのか事前にじっくり計画を立

ぎ、また空いた時間に好きなところへ旅行

申請すれば誰もが行けるというわけで

することができるという、大変自由度の高

はなく、国によっては、1年間の受入人数

ワーキングホリデーはじっくり勉強したい

いビザである。

に制限を設け、申請者を抽選するなどし

人向けではないが、住むところや仕事を

ている。また、滞在の当初の期間に生計

■ 仕事や学校の制限を確認

う。

☝こ ん な 人 に オ ス ス メ

を維持するための必要な資金があること、

ワーキングホリデーで渡航できる国は限

て、有意義な過ごし方ができるようにしよ

帰国用の渡航費があること、といった要件

●

られており、また国によって期間や就労・

もあり、希望した国への申請が受け入れら

海外で自分の力を試してみたい

●

就学の条件が異なるため、まずそれらに

れて初めてワーキングホリデーが可能にな

英語を学ぶだけでなく、いろいろな経験がしたい

●

ついての知識を得ることが肝心だ。

る。

外国で働くことに興味がある

●

長期間自由に旅行してみたい

ワーキングホリデーの資格があるのは、

仕事についてはあまり大きな制限はな

読者プレゼントコーナー
Ⓐ五ヵ国語 病気の訴え方ハンドブック（３名）


ジャパンタイムズ

編

Ⓑ TOEIC® L ＆ R テスト 本番そのまま プラチナ
ボキャブラリー（３名）

濱崎潤之輔 監修

頭から足まで患部別に、病気

公式問題集や ETS が作成した

や症状を訴える表現を860個、日

TOEIC L&R テストに関するす

本語、英語、仏語、独語、西語の

べての書籍、そして濱崎潤之輔

５ヵ国語で紹介する用例集。外

先生の知見を総動員して作成し

国語で日常会話はできても、
「ズ

た350,000語 の デ ー タ ベ ー ス か

キズキ」や「キリキリ」といった表現をしようとすると、

ら、パート別に3,000語以上の頻

途端に口ごもってしまう人も多いが、本書があれば、外国

出語句を厳選。実際のテストに

の病院で正確に症状を伝えるときに役立つ。日本語の

登場する形式の英文を使って単

ローマ字表記もあるので、在日外国人にも便利。

語を覚えることで、本番で実力
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英語力が

コンビニエンスストア・

みるみるアップする、英語日記

書店・ドラッグストア・

を始めよう。楽しかった出来事

ファミリーレストラン・

や趣味、旅行のことなど、英語

ガソリンスタンドなどで

で日記を書くときに使えるフ

使える、全国共通の商品
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手を動かして英語で書くことで

残高が０になるまで何度

しっかり頭に定着し、基本的な

でも使え、足りない分は

文を組み立てる力がしっかり身

現金を追加して支払い可
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2,000円分を、３名様にプレゼントします。

［学研プラス刊、本体価格1,500円（税別）］

応募カード
□ iCLA 山梨学院大学 国際リベラルアーツ学部
□ クラーク記念国際高等学校
□ 立教英国学院
□ WYS教育交流日本協会
□ 公益財団法人AFS日本協会
□ 慶慶應義塾ニューヨーク学院
□ トフルゼミナール留学センター(テイエス企画株式会社)
□ インターナショナル・フェローシップ日本事務局
□ アゴス・ジャパン
□ 全研本社株式会社

リンゲージ事業本部

□ 日韓友好協会
□ 日日本映像翻訳アカデミー

ロサンゼルス校

