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私がアメリカの交換留学を決めた理由は、兄が留学を通して大きく成長

したこと。また、語学力のみではなく、異国での生活体験を通して、多様な

価値観や人々のあり方を見たいと思ったからです。カリフォルニア州で始

まった留学生活は、言語の壁や文化の違いに戸惑うことも多かったですが、

ホストファミリーや現地の友人達、学校の先生方の助けを得て、充実した留

学性格を送ることができました。周囲の人達に感謝です！　１年目の留学が

終わった後、さらなる語学力の向上、人々との出会いや学びを目指し、2年目の高校留学をミシ

ガン州でスタートさせました。全く異なる環境で大変なことも多かったですが、今まで自分が

培ってきたものをホストファミリーとの生活や学校生活で発揮でき、自身の成長を実感するこ

とができました。２年間の留学で、私が将来したいこと、成し遂げたいことを見つけることがで

き、現在はその夢を叶えるために、自分ができることを精一杯しています。

【一般社団法人ＷＹＳ教育交流日本協会】
実り多き2年間の留学生活、周囲の人達に感謝！

兼子 美帆 さん

春休みに僕の学校の提携校、Forest Schoolに交換留学に行きました。

全校生徒が1,000人程いると聞いて驚きました。人見知りな僕はうまくコ

ミュニケーションが取れるかとても不安でした。僕のバディの名前はト

リー。とても優しく、緊張して一言も喋れなかった僕に色々話し掛けてく

れました。２日目位からは耳が慣れてきて少しずつ早いセリフも聞き取れ

るようになりました。今日こそはと思いこちらからも話し掛けてみました。

そしたら、通じた。とても気分が良かったです。今まで英語をやってきて無駄ではありません

でした。最終日までトリーとたくさん話して仲良くなりました。周りの人とも自然に話すよう

になり、気づいたらたくさん友達ができ、海外の人は怖いというイメージも変わりました。優

しくフレンドリーでいつも僕たちを笑わせてくれる。イギリスと日本の違いについてたくさ

ん学べました。そして一番大きかったのは海外の友人ができたことでした。

 【立教英国学院 (Rikkyo School in England)】
一番大きかったのは海外の友人ができたことだ

高畠 慶太 さん

なぜ留学にTOEFL Junior® なのか

オーシャンフロントトラベルによるアメリカの
公立高校留学プログラムでは、昨年度より
TOEFL Junior®が活用されるようになった。
「英語を母国語としない留学生が現地の
授業を受けるには、『聞く力』『読む力』が

重要です。TOEFL Junior®はその２つを
兼ね備え、さらに身近な学生生活でのコ
ミュニケーションにも応用できるため、当プロ
グラムの全ての提携校が、留学生を受け
入れる際の指標としてTOEFL Junior®の
スコアを採用しているんです」。５ヵ月から最
長１年まで、一般家庭へホームステイをしな
がら、現地のアメリカ人学生とともに授業が
受けられるこのプログラムの企画･担当をし
ている奥野祐子さんはこう話す。
試験は学校の授業や友達との会話の
他、歴史や科学、また中高生を取り巻く環
境といったものが題材として扱われるため、
留学生が必要とする英語力を測るのに最

適な内容だ。すでにアジア、南米、中東な
ど世界65ヵ国以上で採用されており、海
外の中学・高校留学の条件として広く活
用されている。「これまで公立高校へ交換
留学をする際にはELTiSというテストを受
け、指標となるスコアを取得する必要があ
りましたが、現在TOEFL Junior®のスコア
も指標として採用する公立高校が増えてい
ます」と奥野さんも語ってくれた。

公立高校への留学がお勧めな理由

アメリカの私立ではなく公立高校への留
学は珍しいが、奥野さんによれば、短期
留学なら最先端のアメリカの教育が受けら
れる公立高校がお勧めだそう。「公立高校
は州が運営しているため、州と地域による
教育方針が反映されます。中でも、カリフォ
ルニア州の教育方針の特徴はまさに『多
様性』。さまざまなバックグラウンドを持った
子が集まる中で、いかにそれぞれの違いを
尊重して受け入れ、成長していくかを自然
に学べることが、アメリカの公立高校に通
う一番のメリットだと思います」。

留学に必要な英語力はどのくらい？

ではこうした留学をするためには、どのく
らいの英語力が必要なのだろうか。「学校

によって求められる英語の基準は異なりま
すが、大体の目安としてTOEFL Junior® 

790～ 860が必要になります」と、奥野さん
は言う。「入学初日から他の現地学生に交
じって英語で授業を受けるわけですから、
ある程度の英語力は必要となります。あと
は、チャレンジ精神とめげない心ですね！」
なお本プログラムは、地球の歩き方が
国内窓口を担当している。学生のカウンセ
リングを行ない、要望などをオーシャンフロン
トトラベルと共有した上で、留学先の決定
や手続きを行なってくれる。さまざまな手厚
いサポートが得られるので、安心して何で
も聞きながら留学の準備を進めよう。

TOEFL Junior®を受けて
最先端の米国公立高校へ

アメリカ高校留学

オーシャンフロントトラベル 奥野祐子さん

アメリカの公立高校留学プログラムが、新たにTOEFL Junior®の活

用を開始した。試験の内容や、留学生に適している理由などの詳細を、

留学エージェント、オーシャンフロントトラベルの奥野祐子さんに伺った。

■ 問い合わせ先
オーシャンフロントトラベル
URL: http://www.ofttravel.site/
email: info@oftcinc.com 又は okunoyuko@
oftcinc.com

地球の歩き方「成功する留学」大阪デスク
TEL: 0120-945-504 又は 06-6345-0622
URL: http://www.studyabroad.co.jp/

TOEFL Junior® 2017年度公開テスト会
＜第1回＞ ６月25日（日）
※申込締切：５月11日（木）
＜第２回＞12月10日（日）
受験会場：東京・名古屋・大阪

留学経験者の声留学経験者の声
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――貴校の派遣留学制度をご紹介くだ

さい。

本学の派遣留学制度は、世界９ヵ国
にある16の協定校に交換留学の形で学
生を１学期間、または１年間派遣するも
のです。留学開始時期は春と秋の年２
回あり、一定基準以上の成績と語学要
件を満たす、本学の在学期間が２年以
上の全ての学部学生・研究科生に応
募資格があります。留学期間は在学期
間に含まれるため、綿密な履修計画を
立てれば４年間で卒業することも可能で
す。

――この制度で留学するメリットはなんで

しょう。

3つの点が挙げられます。まず交換留
学協定により学費が相殺・免除され、さら
に協定校によっては留学先の寮費免除、
あるいは奨学金の支給という、資金的メ
リットがあります。次に学びに関連して、英
国のセントラル・ランカシャー大学では所定
の単位要件を満たすことで、学士の学位
を取得することができます。さらに、米国、
カナダ、英国、スペイン、スイス、中国、韓

国、台湾およびインドネシアの大学と提携
しているため、幅広い留学先の選択肢を
提供しています。
また、われわれスタッフも協定校スタッフ

との人的なつながりを大切にすることで、
本学からの派遣留学生だけではなく、協
定校からの受け入れ留学生をお互いに
手厚くサポートできる関係づくりを心掛けて
います。

――留学を経験した学生たちの反応は

いかがですか。

制度発足から今日に至るまで、およそ
700名の学生を交換留学生として輩出し
てきました。
留学してみて実感する理想と現実、言
葉の壁、異文化といった、自分で解決す
るしか方法のない困難を乗り越えること
で、自分に対する自信を身に付けたという
頼もしいコメントをよく耳にします。
実際、留学経験者は社会人になっ

てからも国内外のさまざまな分野で活躍
しています。そして、生涯の友と呼べる
友人と出会ったという声も多く聞きます。
これもまた留学の醍醐味と言えるでしょ
う。

――留学に必要な「使える」英語力を身

に付けるために、貴校はどのようなサポー

トをされていますか。

まず、国際交流関係科目を中心に、英
語で授業が行なわれる科目を多く開講して
います。学生はこうした科目を選択すること
で受け入れ留学生と一緒に勉強すること
ができます。また英文学科の英語による授
業も充実していて、１、２年生時はネイティブ
スピーカーによる授業を最低週３、４回は受
けられます。さらに教室外でも国際ラウンジ
を中心としたさまざまな場で、英語だけでは
なくその他の外国語を使って会話するなど
の機会を数多く提供しています。

――留学生との交流を深める「場」の提

供について、さらに詳しくお聞かせください。

本校はさまざまな価値観を受け入れ、
排除しないというスタンスを大事にしていま
す。学生たちの異文化理解と交流を促進
する国際ラウンジでは、国際ラウンジ学生
チームを組織して学生目線でイベントを企
画しています。また、「外国語遊び場（留
学生の母国語による「遊び」を通じた交
流）」、「アンバサダープログラム（留学生

が自国の生活習慣や食文化などを紹
介）」、また、本学の留学生たちがセンター
棟内カフェで店員になって母国語で接客
する「インターナショナルカフェ」を実施す
るなど、多言語・多文化プログラムを展開
しています。

――今後貴校は、どのような人材を輩出

していく意向ですか。

本学では、海外協定校との授業交流
や教員同士の交流など教育の国際化を
進展していくとともに、本学の学生、留学
生が高校生と英語キャンプを行ないながら
多様な価値観を相互に学び合えるプログ
ラムなどを提供していきたいと思います。
このような教育活動を通じ、語学だけで
はなく、国際感覚と異文化に柔軟で幅広
い考えを持った学生を育てていきたいと考
えています。

“英語でビジネスを学び、世界の動
きを肌で感じました”

イギリスに短期留学をしたことがあった
ので、大学ではもう一度イギリスに長期で
留学したいと考えていました。留学するか
らには何か英語力以外で、目に見える付
加価値をつけたいと思っていました。
そこで北星の提携大学であるセントラ
ル・ランカシャー大学は、ビジネスコース

の学位も取得できるダブル・ディグリー制
度があったため、この大学に留学しようと
決めていました。イギリスの大学に留学す
るには、TOEFLだけでなく、IELTSとい
う英語能力判定テストで基準点以上を
取る必要があります。テスト対策はネイ
ティブスピーカーの先生に指導をお願い
し、ライティングスキルなどを高めました。
留学先のクラスではさまざまな国の学
生と共に学びました。自国の経済や文

化についてディスカッションをしたことで、
自分の考えを持つ大切さを知ると同時
に、文化や慣習の違いを彼ら自身の言
葉から直接学ぶことができて、とても刺
激的でした。
授業での最初の目標は、先生に名前

を呼んでもらうことでした。私の名前が覚
えにくかったのか、授業ではなかなか先
生に指名されなかったのですが、積極
的に発言するように心掛けたところ、前
期が終わる頃には授業中に何度も意見
を求められるようになりました。クラスの
仲間にもプレゼンテーション能力を認めて
もらい、最終課題のグループ発表では、
みんなから「Kanakoと組みたい」と言
われるほどでした。

留学の集大成は、当時話題になって
いたEU離脱をテーマにした卒業論文の
作成でした。イギリスが抱える問題を現地
で体感し、日本との違いについて考えさ
せられました。こうした貴重な体験ができ
るのが留学の素晴らしさ。考えている人
はぜひ挑戦してほしいと思います。

1962年に札幌に開学した北星学園大学は、現在３学部８学科から構成さ
れ、３研究科４専攻の大学院と２学科の短期大学部を合わせて計4,300
名の学生を擁する北の一大学舎だ。開学以来、人間性を重んじながら国

際社会に寄与する学生の育成に尽力してきた同校独自の取り組みについ

て、国際教育センター長のピーター・グレイ教授にお話を伺った。
北星学園大学の留学・英語プログラムについて話すグレイ教授

ユニークな視点から学生に寄り添うグローバル教育を展開

北星学園大学
の派遣留学制度

■ 問い合わせ先

TEL: 011-891-2731（代表）
E-mail:  koho@hokusei.ac.jp
〒004-8631　札幌市厚別区大谷地
西２丁目３番１号
http://www.hokusei.ac.jp

北星学園大学文学部英文学科 2016年度卒業
桃井香菜子さん

留学経験者の声を聞いてみよう

ディグリー授与式の桃井さん
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デンマークで一番強く感じたこと。それはお祝い事や団らんをとても

大切にするということです。デンマーク語には「hygge」という言葉があ

り、心地よい、楽しい、心が温まる気持ちというような意味で、デンマー

ク人の大好きな言葉です。寒さが厳しくなり、日中の時間が短くなる冬に

は、クリスマスに向けての団らんがあちこちで開かれます。冬の厳しさに

負けないための工夫なのかもしれません。親戚やクラスメート、友達、仕

事仲間など、たくさんの人が集まります。クリスマスイブに食べるようなご馳走をみんなで

持ち寄り、伝統的なデザートを食べます。そして暖炉やろうそくに火をともして、いろいろ

な会話をします。この時間は本当に特別で、素敵な時間です。そして、クリスマス。家族との

つながりを今まで以上に感じることができました。外は寒くても、家の中、そしてデンマー

ク人の心の中はいつも明るく、温かいことを知りました。

【公益財団法人AFS日本協会】
デンマークの「HYGGE」から感じたこと

堤 文音 さん

「おはようございます！」「Good morning !」日米両言語の挨拶が飛び

交う朝。私の月曜の授業は、米国人教師の英語、アメリカ史、生物学を受け

た後、頭を日本語転換し、日本人教師による数学、国語と古典、物理の授業

です。日本で生まれ育ち、中学1年から単身米国寮制学校に留学した私は

米国文化と英語にどっぷり浸り、一時期英語を使う方が楽になりました。

しかし、日本人としてしっかり日本語も学んでおく必要があると思い、こ

の学校に進学しました。日本から入学した国語力の高い友人と話題の小説を読み、海外生活

が長く英語力の高い生徒とは一緒に英語で映画鑑賞をし、私の交友も考えの幅も広がってき

ました。様々な背景の生徒達が混在し、互いに刺激を与え、部活では同じ目標に向かい協力し

ています。言語と文化の垣根を無くすことは困難に思われますが、一緒に友人達と生活し、勉

強を教えあったりすることで、知らぬ間に隔たりがなくなっていました。

【慶應義塾ニューヨーク学院】
「バイリンガル・バイカルチュラルへの道」

久保 公嗣 さん

卒業留学とは、主に、海外の高校で現
地の高校生と一緒に勉強し、卒業するこ
とを目標とする留学のこと。ほかにも「正
規留学」、「私費留学」、「進学留学」な
どと呼ばれている。中学の卒業と同時に
現地の高校に入学することはもちろん、国
内で高校へ進学した後に留学することも
可能だ。自身の目的に応じて、留学先の
国や学校、期間を自由に選択し、プラン
を組み立てられることが、その最大の魅力
の一つだろう。

■ 現地の生徒と一緒に

卒業留学の場合、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、
その国の生徒と一緒に受け、成績評価も
同じように受けることになる。そのため、授
業を理解できるだけの語学力が必要だ。

入学希望者は、英語の試験結果や日本
での授業の成績などの提出が合否の判
断材料として必須となる。ただし、語学力
に不安がある人には、指定の語学集中研
修（ESL）への出席を条件に入学を許可
する学校もある。
公立の高校では、卒業目的の留学生

を受け入れない学校もあるため、留学希
望者は私立校を選択することが多い。私
立校には、ボーディングスクールという寮制
の学校が多く、現地の生徒や他の留学生
と共同生活を送ることで、異文化への適
応力や国際感覚、自立心などが養われる
だろう。他に、寮ではなく、ホームステイをし
て学校に通うケースもある。
留学費用は全額自己負担。年間で約

200～350万円ほどかかるケースが多い
が、留学先の国や学校、また滞在方法に

よって大きく異なる。
留学時期は、留学先の国での新学

期（北半球では９月、南半球では１月ま
たは２月）に合わせるのが一般的。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。

■ 卒業後の進路

留学先で高校を卒業した後の進路
についても、事前に考えておくと安心
だ。そのまま留学先の国で大学へ進学す
る場合は比較的スムーズだが、学期や教
育システムが異なる日本や別の国の大学
に入学したい場合、下調べが必要になる
だろう。
日本の大学に進学を希望する場合、準
備次第ではAO入試や帰国生入試と
いった、留学生に有利な制度もある。帰

国生入試は一般入試よりも試験科目が少
ないのが一般的だが、日本と海外では学
期が異なるので、１年遅れて受験するケー
スが多いようだ。海外で大学に進学した
い場合、高校在学中に受験資格を得るた
めの統一試験の受験が必須だったり、大
学入学のレベルが日本より高い場合があ
るので注意しよう。

卒業留学
現地の学校で卒業を目指す

こんな人にオススメ☝
●  若いうちに国際感覚を養い、視野を広げたい
●  自立心が人一倍強い
●  将来海外の大学に進学したいと思っている
●  今の日本の高校をとにかく出たい。英語は得意だ

留学経験者の声 留学経験者の声
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感受性が豊かな時期に海外で学ぶことは、語学力習得や国際感覚を自然

な形で身につける意味でも、将来の進学や就職に至るまでその経験がア

ピールできる意味でもさまざまなメリットがあります。当校の卒業生も高

校から留学してMIT等海外のトップスクールに進学した方、高校に在学し

ながら1年間だけ交換留学をして早稲田大のAO枠で進学された方、高校

留学後は帰国枠で上智大学に進学された方、大学留学後UCバークレーに

編入・卒業された方等、毎年たくさんの方を海外に送り出しています。もちろん短期の語学

研修から交換留学、卒業を前提とした正規留学等、留学のスタイルもさまざまですので、まず

は将来にひもづいた充実し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ましょう。まずはご相談いただければ目的や学力に応じてあなた

にあった留学プランを立て、目標実現までをトータルサポートいたします。

【トフルゼミナール留学センター（テイエス企画株式会社)】
トータルサポートで確実に留学を実現

交換留学から帰国後、「秋桜子ちゃん、肝が据わっているよね。」と目上

の方に褒めて頂くことが何度もあります。留学前の私は、家族と仲の良い

友達に囲まれた快適で狭い世界で満足していました。しかし、誰も自分の

ことを知らず、言葉も通じないアメリカでは、積極的に人に話し掛け自ら

コミュニティを築くことが求められました。最初は会話もままならず苦し

みましたが、そこで奮起し、自らを活かせるチャンスは絶対に逃さないと

心に決めました。そんな１年間を通して、新しいことに貪欲に挑戦していくことの大切さを学

び、自信を持って自らを他者に表現できるようになりました。今の私はどのような状況におか

れても、冷静に物事に対処し、挑戦することを恐れず、自らの未来を切り開くことができると

確信しています。交換留学は、自分の価値観、そして生き方を変え、自分自身と正面から向き

合うことができたかけがえのない経験であり私の一生の財産です。

【インターナショナル・フェローシップ日本事務局】
自ら未来を切り開く力

加藤 芳明 さん 中根 秋桜子 さん

交換留学とは、日本の学校に在籍した
まま、通常約１年間、海外の高校あるい
は大学で学ぶ留学のこと。

■ 高校の交換留学

高校の交換留学制度は、戦後、日米
の若者が互いの国のことをより深く知り、
国際交流を深めることを目的としたことに
端を発しており、現在ではその他の国にも
広がっている。
留学期間が１年と限定されていること

と、英語の勉強はもとより、異文化交流が
主な目的であるため、現地の一般的な家
庭の暮らしを体験すべく、ホームステイをす
ることがほとんどだ。現地の生徒と一緒に
授業を受け、地域社会活動へも積極的
に参加することが求められる。日本に関す
る質問をよくされるので、国や文化につい

て英語で説明できるようにしておくと、さら
に交流が深まるだろう。
ホストファミリーはボランティアで留学生を
受け入れている場合が多いため、基本的
に留学中の滞在費はかからない。公立校
の多くは授業料もかからないので、留学
費用はアメリカの場合で合計100万円から
となる。ただし、国によっては授業料が必
要となる場合や、学校の寮に入ることもあ
るため多少の幅があるだろう。
交換留学には、準備期間として少なく

とも１年半ほど見ておこう。その期間に留
学団体から資料を取り寄せ、数ある交換
留学プログラムを見て比較してみるのがお
勧めだ。ただし、交換留学の場合、留学
団体の選抜試験に合格した後で、各々の
適性によって派遣先が決まることも多いた
め、留学先の国や学校を選べないこともあ

る。
選考試験は、作文と面接、そし

て一般常識試験を中心に行なわれ
る。また、ホストファミリーと一緒に生
活するに十分な英語力があるかを
確かめるため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
して認められるため、帰国後に留年
することなく復学することも可能だ。

■ 大学の交換留学

大学での交換留学は、協定を結んで
いる大学間で留学生を派遣しあい、受け
入れる留学のことを指す。日本のほとんど
の大学は、こうした協定を結んでいる。
交換留学中に留学先の大学で取得し

た単位は、日本で在籍している大学の単
位に換算されるのが一般的だ。日本の大

学も休学しないため、留年せずに卒業す
ることができる。
留学中の学費は通常、籍を置いている

日本の大学に支払うが、大学によっては
留学期間中の単位の取り扱いや、学費
の支払いの方法が異なる場合があるの
で、確認が必要だ。各大学の留学相談
窓口に問い合わせてみよう。

交換留学
１年間の異文化交流

こんな人にオススメ☝
●  ホームステイで現地の人と同じ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
●  留学はしたいけど、留年せずに日本の学校を卒業したい
●  現地の学校の単位を日本の学校の単位に換算したい

留学経験者の声留学エージェントの声
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語学留学、ジュニア夏休み留学、高校・大学正規留学のことなら 受付時間 10：00～19：00（土日も営業）

観光庁長官登録旅行業第1種　1148号

（株）国際交流センター 0120-981-588

留学情報を扱う総合雑誌「留学ライフ」
世界各国で学べる短期・長期の語学研修を中心に、中高生向けの留学や
ボランティア経験もできる魅力的な留学プログラムが満載。
具体的な料金プランやスケジュール、また留学体験談も豊富に
掲載されていて、これから海外留学に行きたいという人にとって
すぐに役立つ留学総合情報誌です。
資料請求をしていただくと、もれなく無料で進呈致します。

ISS国際交流センターは、観光庁
長官登録旅行業一種免許を持つ海外留学
専門の旅行会社です。
新宿には、新たにカウンセリングセンターが
OPENしました。
世界２８ヵ国１２００を超える提携先の語学
学校から、あなたにぴったりの留学先を
ご提案します！

検索ISS留学

東 京 横 浜 福 岡 仙 台大 阪 名 古 屋

世界各国で学べる短期・長期の語学研修を中心に、中高生向けの留学や

あなたの将来を輝かすイギリス留学
どこの国よりも教育水準が高いイギリスの語学学校

イギリス留学は高くない !　2週間で30,000 円～

安心・格安なイギリス留学で話せる英語を身につける

■ はじめての留学でも安心

　 日本人スタッフが現地でサポート

■ 手続き代行料は無料

　 余分な費用はいただきません

■ 語学学校の授業料最大40% 割引

　 どこよりも安く提供します

■ 宿泊施設は当社オリジナル

　 きれい・安い・安全・安心・便利

イギリス・ロンドン留学サポートオフィス
http://www.ryugaku-s.jp/
http://www.london.co.jp/

0120-007-704
お問い合わせ・資料請求はHPかお電話で

イギリス留学専門の会社だからできる
安心・ おトクなポイントがたくさん！

STUDY ABROAD SPECIAL

転職を機に、“今しかタイミングがない”と思ったことと、次に挑戦した

いと思っていた職業に関連することから決意した留学。イギリスに行きた

いという気持ちが明確にあったので、不思議と不安や恐怖心はなく、楽しみ

な気持ちの方が強かったです。出発１ヵ月前という急な申し込みにもかか

わらず、ISSの担当の方が迅速に対応してくれて、また親身に寄り添ってく

れたので安心感がありました。ホームステイ先や学校では、最初は相手が何

を言っているか聞き取れず苦戦しましたが、お互いに理解しよう、伝えようという気持ちがあ

ればコミュニケーションを取ることは想像より難しくないのだと感じました。仲良くなったさ

まざまな国籍の友達ともっと深い話をしたい、相手についてもっと知りたいという思いが、自

然と勉強のモチベーションになりました。留学前は今と全く違う職業に就いていましたが、留

学を経験し自信を持てたことから、憧れていた業界に挑戦することができました。

【ISS国際交流センター】
行動に移すこと、挑戦すること

入野 彩香 さん

「アルバイトはいつでもできる。暇があるなら外国へ行ってみたら」

そんな母の言葉に後押しされて、大学在学中に3回、ロンドンの語学学

校に留学しました。語学学校は、英語の先生になりたくて仕事を辞めて来

た人、大学進学や英検の資格取得を目指している人、英語を話せるように

なりたい人など、いろんな人が集まっていて、いろんな価値観を理解し合

おうとすることで、多くの異文化交流ができました。その時にできた友だ

ちは特別で、今でも連絡をとり合ったりします。この交流の中で、英語でコミュニケーショ

ンをとる時にはまず、物おじしないこと、人の話をよく聞くことが大事なのだと感じました。

そして、単なる英語力ではない、話せる「英語力」を身につけることができたと思います。

このような経験は、英会話スクールや日本人が多い国ではできないと思います。日本人が

少ない環境に身を置き、多国籍の留学生と異文化交流ができるイギリス留学がお勧めです。

【イギリス・ロンドン留学サポートオフィス】
イギリス留学だから身につく、本当の英語力

京野 景子 さん

大学留学には大きく分けて、①海外の
大学へ直接入学、②海外の大学へ編
入、③１年間などの期間を決めて留学、
の３通りの方法がある。

① 海外の大学へ直接入学

高校卒業後に海外の大学へ進学を考
えている人や、日本の大学を卒業していな
くても、海外の大学で勉強したい人などが
対象。
海外の大学には日本のような入試制度

はなく、大半の大学は書類選考のみで合
否が決まる。必要書類には、願書の他に
もエッセーや推薦状などが含まれる。これ
に加えて、国や学校によって異なるもの
の、TOEFL (Test of English as a For-

eign Language) や SAT (Scholastic 

Assess ment Test)、IELTS （Inter na-

tional English Language Testing 

System)などのスコアも必要。これらの試
験では、授業を理解できるレベルの英語
力が求められる。

② 海外の大学へ編入

日本の大学に在学中で進路を変えたい
人や、大学を卒業した後もう一度学び直
したい人などが対象。
海外は２学期制や３学期制の大学が多

く、１年間に２、３回編入できるタイミングが
ある。ただし、単位の計算方法は大学ごと
に異なり、留学前に履修した単位が全て
移行できるとは限らないため、事前によく
調べておこう。

③  期間を決めて留学

学位取得にこだわらず海外の大学に

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。
学位の取得にこだわらなければ、
海外の大学で１学期や１学年といった
期間、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）受ける
ことができる。日本の大学を１年間休
学してこのプログラムを利用する学生
も多い。「イヤー・アブロード・プログラム」
で取得した単位が日本の大学で認められ
る場合もある。

■ 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
類に分けられる。日本と似ているアメリカ・
カナダ型と、イギリス・オセアニア型だ。
アメリカ・カナダ型の大学は、２年または

４年制で、４年制の大学では一般教養と

専門分野を、各２年間ずつ学ぶ。
イギリス・オセアニア型の大学では、専
門分野のみを３年間学ぶが、入学前には
進学への準備として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。ファウンデーショ
ンコースでは、大学で必要な英語力と専
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。

大学留学
海外の大学で学ぶ

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

留学経験者の声留学経験者の声
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経験豊富（34年）なコンサルタントが、留学希望者の将来設計をお聞きし

どの留学が理想的なのか、さらには留学したほうが良いのかよくないのかも

含め最善の道を探します。特に卒業（高校、大学、大学院）を目的とされた留

学希望者には、卒業後の進路を一緒に考え、明確な目標のもと留学をしてい

ただいています。卒業生の中には、パイロット、弁護士、会計士、歯科医にな

られた方や、作曲家（チャートNo1作曲）、ダンス表現者、ファッションや起

業された方など多くの方たちが希望を叶えています。短期の語学研修であっても勿論、無駄な

金を使わないようじっくり相談させていただきます。弊社の手がける留学は、語学留学から、学

歴（高卒資格）不要の大学留学や、TOEFL、GMAT、GRE免除の大学、大学院留学、大学生向け

１年留学、都道府県公立学校教員用大学院修学休業制度運用留学など、常に最新で斬新なプロ

グラムを提供しています。まずは、ご相談ください。必ずあなたに合う留学を見つけ出します。

【OSi海外留学情報センター】
1週間ホームステイから大学院留学、企業研修まで、すべての留学に対応

飯島 正弘 さん

JVTAロサンゼルス校は映像翻訳のプロを育成する職業訓練校です。

映画やテレビ番組などの字幕や吹き替えのセリフを制作する映像翻訳の

スキルは、近年のインターネット動画配信サービスの普及により需要が

急増しています。映像翻訳は、そんな「映画が好き」「ドラマが好き」「英語

が好き」という方にうってつけの専門職なのです。

映像ビジネスの本場ハリウッドにもほど近いJVTAロサンゼルス校な

ら、最適な環境で英語力を磨きながら効率よく映像翻訳の学習ができます。長期での留学を

検討されている方には、映像翻訳のほかに通訳や実務翻訳の技術を学べるプランも用意され

ています。また、英語に自信がないという方や、長期滞在が難しい方などには翻訳や通訳に

必要な英語力を強化する「プレパラトリーコース」がおすすめ。こちらは１週間からの受講

が可能です。興味がある方は、まず短期留学から始めてみませんか？

【日本映像翻訳アカデミー ロサンゼルス校】
映画と英語が好きな方にぴったりのプチ留学！

相原 拓 さん

短期留学とは、夏休みなどを利用して
数週間から数ヵ月の間、海外生活を体験
するプログラムのこと。
期間は短くても、世界中から集まった同

世代の仲間と親睦を深めることができるう
え、語学力や海外の人たちとのコミュニ
ケーション力にも磨きをかけられる、貴重な
機会となるだろう。
まずは短期留学で留学の雰囲気を味
わってみてから、もっと長い期間の留学ス
タイルの中で、自分に合いそうなものを選
ぶというのも一つの方法だ。

■ 希望に合ったプログラムを選択

短期留学の最大の魅力は、目的や興
味に合わせて、自由にプログラムを選べる
こと。
例えば、海外生活を体験することが主

な目的の場合は現地の家庭にホームステ
イをすることで、海外の文化を肌で感じる
ことができる。
他にも、集中的に英語を学びたい人向

けの語学学校に通うプログラムや、スポー
ツや小旅行などの課外活動が充実したプ
ログラムも人気がある。
短期留学で多いのが、ホームステイや
寮生活をしながら語学学校に通うプログラ
ムだ。語学学校の多くは、１クラス10人ほ
どの少人数制で、クラス分けのテストもある
ため、自分のレベルに合ったクラスで学ぶ
ことができる。授業はクイズやゲーム形式
で進められるので、楽しみながら生きた英
語を身に付けられるだろう。

■ 楽しいアクティビティーが豊富

短期留学のプログラムには、放課後や

週末に楽しいアクティビティーが用意さ
れているものがほとんどだ。内容は、仲
間とのパーティーにプロスポーツ観戦、
名所観光など実にさまざま。アクティビ
ティーの中で仲間と英語で語り合うこと
により、学んだ英語を実践の場でも活
用することができる。
プログラムの種類が豊富なため、何

を選んだらよいか難しく感じるほどだが、
海外で何を学びたいのか、どんな体験
をしたいのか、まずは自分の希望を書き
出してみて、優先順位をつけて考えてみ
るとよいだろう。

■ 誰でも参加OK

短期留学のプログラムは、語学力を問
わないものが多い。一部、一定の語学力
が求められたり、年齢制限があるものもあ
るが、１週間から１ヵ月程度のホームステイ
やサマーキャンプであれば、小学生から大

人まで、基本的に誰でも参加することがで
き、親子参加のプログラムなどもある。費
用はプログラムの内容によって異なるもの
の、大体が60～70万円ほど。旅行気分
で気軽に行けることも短期留学の魅力の
一つではあるが、さまざまな団体や旅行会
社によるプログラムがあるので、事前によく
比較・検討し、満足できる体験にしよう。

SACHIKO ASUKA ILLUSTRATIONS

短期留学
旅行気分で留学体験

こんな人にオススメ☝
●  勉強だけでなく、遊びやアクティビティーも重視したい
●  海外で友達を作って、いろいろな国の人と交流したい
●  旅行気分で、気軽に留学体験をしてみたい
●  将来的に長期の留学を考えている

留学エージェントの声留学エージェントの声
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一番良かったことは、友達と一緒に留学できたことです。クラークでは、

選択するコースにかかわらず、生徒全員に留学のチャンスがあります。留

学終了時には、「帰りたくない！」と言って、友達と泣いてしまったことを

今でも思い出します。それぐらい毎日が楽しく、日本では体験できないす

ばらしい時間を過ごせました。最初は海外で生活することに不安がありま

したが、オーストラリアに常駐している日本人の先生に日常の悩みなど気

軽に相談し、ストレスなく勉強に集中できました。クラークの魅力は、留学プログラムだけで

なく、帰国後にもしっかりとした英語が学べることです。インターナショナルコースでは、毎

日ネイティブの先生の授業を受けられ、ニュージーランドにある系列大学とテレビ中継で大

学レベルの講義を受ける授業もあります。帰国後もさらに難しい英語学習に挑戦し続けるこ

とで、留学で身に付けた英語を更に伸ばすことができています。

【クラーク記念国際高等学校】
レベルに合わせた留学！帰国後の英語力も向上！

豆田 茉莉那 さん

実際、私も高校生のとき交換留学を経験してきました。16歳の夏、

“How was your flight?”というホストファミリーの質問さえも聞き取れ

ず、ごまかし笑いをしてた私でしたが、半年後には英語で夢をみる程に成

長しました。一番吸収力がある高校時代に留学すると、英語力、忍耐力、積

極性が身につくことを実感しました。グローバル人材が求められる昨今、

英語力もメンタルも強くなる高校留学は将来の国際人を育てる適した留学

と言えます。自分に自信を持ちたい方、弱い自分を変えたいという方にもチャレンジしていた

だきたいです。「高校留学を思い立ったら、何から始めたらいいの？」というお問合せをよく

頂きます。高校留学を成功させるには早めの情報収集と生徒さんの性格、英語力、将来の目標

に合った留学先を決めることがカギです。学校選定から出発までしっかりサポートさせてい

ただきますので、まずはご相談ください。

【ウインテック留学センター】
早めの情報収集がカギ！国際感覚が育つ高校留学

カウンセラー /鈴木美穂 さん

①インターネットをご利用の場合
The Japan Times STのサイト内のhttps://form.
japantimes.co.jp/st/ryugaku201705 にアクセ
スしてフォームに必要事項をご記入のうえ、送信し
てください。

② はがきをご利用の場合
ご希望のプレゼント名（Ⓐ〜Ⓓのうちいずれか１つ)、
郵便番号、住所、氏名、職業、電話番号を明記し、右の
応募カードを貼って（資料を希望される社名の□に
チェック）、〒108-8071 ジャパンタイムズST留学
特集係までお送りください。

③ ファクス、email をご利用の場合
②と同じ必要事項を明記し（資料を希望される協賛社
名もご記入ください）、fax:03-3452-3303、email: 
st@japantimes.co.jp（件名はabroad）までお送り

ください。
締め切り：６月30日（金）必着
＊当選者発表は発送に代えます

Ⓐ	はじめてのTOEIC®	L&Rテスト	
とれるとこだけ３週間（３名） 古澤弘美　著

応募カード

プレゼントの応募方法

□ GC & T (TOEFL Junior®)
□ 北星学園大学
□ 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
□ ISS国際交流センター
□ イギリス・ロンドン留学サポートオフィス
□ OSi海外留学情報センター
□ 日本映像翻訳アカデミー
□ ウインテック留学センター
□ クラーク記念国際高等学校

読者プレゼントコーナー

大人気TOEIC塾「英語屋」のカリス
マ講師による『はじめてのTOEIC®テス
ト とれるとこだけ要点攻略』に、2016

年５月以降のTOEIC®テスト新形式問
題を加えた改訂版。集中トレーニング
で、英語が苦手という超初級者でも
TOEIC®500～ 600点が目指せる。基礎
を固めつつ、スコアアップに向け力を入
れるべきパートに重点を置くので、無
理なく実力アップができる。使いやす
い書き込み式で、MP3音声付き。 

 [The Japan Times刊、本体価格1,800円（税別）]

Ⓑ	英語で語る日本事情2020（３名）
 江口裕之、ダニエル・ドゥーマス　著

「日本紹介本」のロングセラーが６年
ぶりに改訂。地理、歴史から宗教、家族
問題、最新のポップカルチャーまで、あ
らゆる日本文化を英語で説明するため
の本。「ゆるキャラ」「ブラック企業」と
いった新語の説明に加え、対話形式で
日本文化の説明が載っているため、通
訳ガイド試験対策はもちろん、外国人
観光客に日本を紹介したい全ての方に
使いやすい。今回は2020年の大イベン
トに向け、東京を紹介する章も新設。 

 [The Japan Times刊、本体価格2,100円（税別）]

Ⓒ	2,000円分	クオカード（３名）
 

コンビニエンスストア・
書店・ドラッグストア・ファ
ミリーレストラン・ガソリン
スタンドなどで使える、全国
共通の商品券（プリペイド
カード）。残高が0になるま
で何度でも使えて、現金や
２枚以上のカードを併用す
ることもできる。このクオ
カード2,000円分（500円×
４枚）を３名様にプレゼント。

今号の留学特集では、下に紹介する商品および書籍を計10名様にプレゼント
します。下記の①から③の要領にてご応募いただくと、本特集の協賛各社から
資料をお届けすることができますので、併せてご利用ください。

なぞるだけで分からない英単語や成句が
調べられるペン型スキャナー辞書。調べた
い部分に本体の読み取り部分をぴったりあ
ててなぞると、意味が本体画面に表示され、
「今すぐ知りたい！」という気持ちに２秒で
答えてくれる。英和モデルには、理工・医学・
社会科学・ITから生活・法律・スポーツま
で幅広く専門用語に強い「グランドコンサ
イス英和辞典」を搭載。この「ナゾル　英和
モデルBN-NZ1E」を１名様にプレゼント。

Ⓓ	SHARP製	ナゾル	英和モデルBN-NZ1E（１名）

留学経験者の声留学エージェントの声
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