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留学制度について 
 

本学では、留学制度を利用して学術交流協定校への留学や自分で選んだ海外の大学（＊1）に留学をすること

ができます。この留学制度を利用した場合、通常の修業年数（学部は 4年）で卒業が可能（＊2）です。また、

大谷大学から助成金が支給される場合があります（原則、交換留学を除く）。 

留学制度を利用して、留学を考えてみませんか？ 

＊1 自分で海外の大学を選ぶ場合には、正規の高等教育機関（学位授与権を有する大学等）またはこれに相当する教育機関であることが必要です。 

＊2 ただし、学科のカリキュラムや諸課程履修状況によっては、通常の年数で卒業できない場合があります。 

 

＜助成金＞ 

留学制度を利用して、留学をする場合の助成金額 

 

アメリカ・イギリス・カナダ・オーストラリア・ドイツ等  230,000円（6ヵ月） 

韓国・台湾等                     180,000円（6ヵ月） 

中国等                      130,000円（6ヵ月） 

 

        注意）交換留学の場合は、原則、学術交流協定校の授業料等が免除されるため、助成金は支給されません。 

 

◇語学留学が可能な学術交流協定校一覧 

 

 ア ジ ア   

  

 

 

 

≪中華人民共和国≫ 

①首都師範大学 

①中央民族大学 

①北京第二外国語大学 

②東北師範大学 

③浙江財経大学 

 

≪大韓民国≫ 

④東国大学校（ソウルキャンパス） 

⑤東国大学校（慶州キャンパス） 

⑥東西大学校 

④慶熙大学校国際教育院 
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韓国最大の港町である釜山は、気候

も温暖で活気のある街です。日本海

を挟んで福岡までは約 200Kmです。 

（ソウルキャンパスの様子） 

（キャンパスの様子） 

  

 韓 国  

◎東国大学校（交換留学派遣人数：2名） 

ソウルキャンパス：ソウル特別市中区筆洞 1－30  04620 

慶 州キャンパス：慶北慶州市錫杖洞 707 780714 

http://www.dongguk.ac.kr/ 

 

＜特徴＞ 

1906 年創立の仏教の理念に基づいた総合大学で、100 年を超える歴史と伝統

がある。ソウルキャンパスと慶州キャンパスにあわせて 20の学部がある。 

 

＜韓国語教育プログラム（ソウル）＞ 

交換留学生は大学の正規課程、主に外国語学部日本語学科の授業を受講する。 

 

一般留学生向けに語学堂にて韓国語教育プログラムを実施しており、交換留学

生も受講可能（有料）。4学期（春・夏・秋・冬）に分かれており、各学期と

も 200時間の授業を受講。レベルは 1級（初級）～6級（上級）の 6段階あり、

開講前のレベル分けテスト（書き取りと会話）でクラス分けされる。大学在学生によるトウミ（チューター）がつい

てくれる。 

  

＜寮＞ 

ソウル：2～3人部屋（交換留学生と同室）。ベッド、布団、机、冷蔵庫完備。トイレ、シャ

ワー、洗濯機、台所は共用。 

慶 州：2 人部屋（東国大学校の学生と同室）。キャンパス内の寮。食事つき。ベッド、ト

イレ、シャワー、布団、机完備。 

 

 

 

◎東西大学校（交換留学派遣人数：2名） 

 釜山廣域市沙上区周禮 2洞山 69-1 617716 

 

＜特徴＞                                   

1992年に創立されたキリスト教精神を建学の理念とする総合大学。              

14学部を設置し、国際化と情報化に力を入れている。日本研究と新たな日韓友

好関係構築を目的に日本研究センターを設立した。国際交流センターが留学生

の相談窓口となっており、留学生の交流プログラム等を実施している。必要に

応じて、東西大学校日本語学科の学生がチューターとしてついてくれる。 

  

＜韓国語教育プログラム＞ 

交換留学生は大学の正規課程、主に外国語学部日本語学科の授業を受講する。 

一般留学生向けに語学堂において韓国語プログラムを実施しており、レベルテス

トによって初級 1・2、中級 1・2、上級 1・2にクラス分けされる。 

 

＜寮＞ 

2人 1部屋。キャンパス内の寮。勉強机、ベッド、シャワー、トイレ、LANケー

ブル完備。 

 

 

ソウルキャンパスは、ソウル市中心部

にあり、明洞や東大門が徒歩圏内。 

慶州は、奈良にも似た長い歴史の都で

街には文化遺跡がたくさんあります。 

（慶州キャンパスの寮） 

（語 学 堂） 

http://www.dongguk.ac.kr/
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◎慶熙大学校国際教育院 

ソウル特別市東大門区慶熙大路 26 

http://www.khu.ac.kr/main.do 

 

＜特徴＞ 

東洋医学の分野で韓国最高峰の名門私立大学である慶熙大学校付属の外

国語研修機関として 1970年に設立され、1993年より外国人を対象とした

韓国語教育プログラムと文化教育プログラムを開始している。国内外で高

い評価を持つ同プログラムには現在、年間 50ヶ国約 1,200名の学生が通っ

ている。その教育プログラムとともに慶熙大学校の大学（院）生と 1 対１

で行なう「韓国語トウミ（チューター）制度」により、韓国語と韓国文化

の理解をより深めることができると定評がある。 

 

＜韓国語教育プログラム＞ 

4 学期（春・夏・秋・冬）に分かれており、各学期とも 200 時間の授業を受

講。レベルは初級 1・2、中級 1・2、上級 1・2の 6段階がある。また短期プ

ログラム（3週間または 6週間）も春、夏期に複数回開講している。 

 

 ＜寮＞ 

キャンパス外に３つの量を完備。一人もしくは二人部屋。ベッド、机、 

インターネット (Wi-Fi)完備 

 

 

 

 

 中 国  

◎首都師範大学（交換留学派遣人数：1名） 

北京市西三环北路 105号 100048 

http://www.cnu.edu.cn/ 

 

＜特徴＞ 

1954年に創立された北京市の重点大学。                             

中国教育部と北京市が共同で投資・管理しており、文学部・外国語学部・教育学部・

芸術学部など 18 学部を擁する学生数約 27,000 人の総合大学。1999 年に国際文化学

院が設立され、国際文化交流事業に力を注いでいる。留学生数は約 920人。キャンパ

スは北京市内にあり、交通の便も良い。 

 

＜中国語教育プログラム＞ 

大学内で HSK（年 2 回）申込と受験ができ、HSK（＊3）（漢語水平考試）の補習授業も実施している。中国語研修

のクラスは、初級（A～D）、中級（A～C）、高級にレベル分けされている。また、太極拳、歌唱、書道、中国画な

どの選択授業を受講することも可能。 

＊3 HSKとは、中国教育部が設けた中国語を母国語としない中国語学習者のための公認の中国語 

能力認定標準化国家試験。中国の大学に正規留学する際の中国語能力の証明となります。 

 

＜寮＞                           

原則 2人部屋。シャワー、テレビ、インターネット付き（有料）。 

電話、冷蔵庫（100元/月）、洗濯機（3元、回）、台所（共同）。 

長い歴史と広大な土地をもつ中国の

首都北京にあり、中国の協定校の中

で一番留学生が多い大学です。 

（キャンパスの様子） 

（寮の様子） 

ソウル市東部に位置し周りにも多くの大学

があります。お店や食堂、カフェなど生活

に必要なものは学校周辺で全て揃います。 

（キャンパスの様子） 

（中央図書館） 

http://www.cnu.edu.cn/
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（キャンパスの様子） 

（大学建物の様子） 

◎中央民族大学（交換留学派遣予定人数：1名） 

北京市海淀区中关村南大街27号 100081 

http://www.muc.edu.cn/ 

   

＜特徴＞ 

1941 年に創立された中国政府の重点大学。大学の南には中国国家図書館、

北には中国のシリコン・バレーといわれる中関村高科学技術産業区がある。 

中央民族大学は、名前の通りさまざまな異文化の融和共存を目的としており、

漢民族も含め中国全ての民族が学んでいる。文科系を中心とした大学である

が、最も特色としているのは民族学科・少数民族言語学科・中国少数民族芸

術学科で、中国のトップクラスを誇っており、国際的に名が知られている。

ほかに、文学・理学・工学・医学・管理・教育・財経・政法・体育及び芸術

等の学科があり、21の学院と学部からなっている。 

 

＜中国語教育プログラム＞ 

中央民族大学の外国人向けの中国語教育は歴史が長く、最も早く外国人留学

生を受け入れた中国8大学の1つ。国際教育学院は中央民族大学の留学生の

募集や語学教育及び全般的なサポートを担当する学院で、中国語担当教員の

9 割は外国人に中国語を教える国家資格を持っている。留学生には小クラス

（5-15人）およびプライベートレッスンの中国語教育を行っている。 

 

 

◎北京第二外国語大学（交換留学派遣人数：１名） 

北京市朝陽区定福庄南里 1号 

http://www.bisu.edu.cn/ 

 

＜特徴＞ 

北京市にある 1964 年に設立された公立大学で、教育部、外交部、

国家旅游局が共同運営する国家重点大学の１つである。略称は「二

外」。外国語学・文学を中心に、管理学、経済学、経営学、法学、

哲学等の学科も開設されている。アメリカを始め、イギリス、日本、

韓国、オーストラリア、フランス、カナダ、ドイツ、ロシア、スペ

イン、スイス、エジプト、シリア、香港等の 88 校の高等学校や大

学校と協定関係を結び、交換留学等学術交流に注力している。キャ

ンパス内に病院、３つの食堂、銀行、郵便局があり、大学周辺には

大型スーパーがあるため大変便利である。 

 

＜中国語教育プログラム＞ 

半年～学べる長期プログラムと年間数回開催される短期プログラム

がある。短期プログラムは、夏休みの開催もある。毎年 1000 人以

上にのぼる留学生が学んでおり、留学生受け入れは国内でも有数の

規模となっている。北京で HSK試験を開催する権限をあたえられて

おり、毎年４月、５月、６月、１０月、１２月に５回開催される。 

 

＜寮＞ 

キャンパス内に留学生が住むことができる学生寮が３棟あり、原則２人部屋、もしくは３人部屋が使用可能。家具、

ベッドリネン、テレビ、エアコン、シャワールーム完備。洗面所、コインランドリー、キッチン（キッチンのない

学生寮もある。）は共用。 

（国際教育学院） 

 

バス 1 本で北京の中心地へ行くことがで

きます。 
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（本部キャンパス正門からの様子） 

◎東北師範大学（交換留学派遣人数：1名） 

吉林省長春市人民大街 5268号 130024 

http://www.nenu.edu.cn/ 

 

＜特徴＞                   

1946 年に創設された中国教育部の直接の管理下にある教員養成系の総合大学。

中国の 21世紀重点建設大学にも選ばれている。教育学部・歴史学部・文学部・

外国語学部など 19学部を設置。学生数は、22000人以上にのぼり、そのうち、

留学生は約 430名。長春の中心部にあるメインの本部キャンパスのほか、浄月

キャンパスがある。 

 

＜中国語教育プログラム＞ 

HSKの認定資格および外国人に中国語を教える資格の認定ができる大学。中国

語能力により、初級、中級、高級の 3つのレベルに分けられる。会話、聴力、朗

読、作文、文化などの必修科目がある。                                                           

 

＜寮＞ 

本部キャンパス内にある学生寮。寮は 2種類ある。 

① 新学生寮：4人部屋。寝室は個室で電話完備。共用施設として応接間、 

トイレ、シャワー、キッチン、テレビ、洗濯機がある。 

インターネット（無料）利用可。 

② 旧学生寮：1人部屋。トイレ、シャワー、テレビ、電話完備、インターネット（無料）完備。洗濯機は共用。 

 

 

 

◎浙江財経大学（交換留学派遣人数：1名） 

浙江省杭州市下沙高教园区学源街 18号 

http://www.zufe.edu.cn/ 

 

＜特徴＞ 

1974年創立の中国杭州にある総合大学。 

経済学・管理学・文学・法学・理学・工学など 13学部を設置。学生数は 17,000

名、教員数は 800名。国際交流が盛んで、米国・日本・フランス・オーストラ

リア・シンガポール・香港など 14ヶ国 35大学もの多くの大学と協定を結んで

いる。 

 

＜中国語教育プログラム＞ 

人文学院の専門教員が、学生の中国語レベルに応じて会話、読解、聞き取りの

授業を実施。中国語のレベルが到達すれば、正規課程の授業も受講可能。年 2

回杭州周辺の郊外への日帰り旅行を無料で行っている。 

  

 ＜寮＞ 

 キャンパス内にある学生寮。ふとん、食器、冷蔵庫、エアコン、机等完備。 

 

 

 

 

 

 

温暖な気候。杭州市は、世界で

最も美しいといわれる「西湖」

のある街です。大学から大逆流

で有名な「銭塘江」が見えます。 

中国東北部に位置するため、冬の

寒さは厳しいですが、緑豊かな美

しい大学です。 

（学内食堂の様子） 

（大学建物の様子） 

http://www.nenu.edu.cn/
http://www.zufe.edu.cn/
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（キャンパスの様子） 

 オセアニア  

 
 オーストラリア  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎ディーキン大学 ( Deakin University ) 

221 Burwood Highway Burwood Victoria 3125 

http://deakin.edu.au/ 

http://www.deakin.jp/ （ディーキン大学公式日本語 HP） 

 

＜特徴＞ 

ビクトリア州に点在する５つのキャンパスで構成されるディーキン大学は、

総学生数約３万名の大規模校。人文、教育、商・法学、健康科学、理工学な

どの５つの学部のもと、それぞれのキャンパスの特徴を活かした多種多様な

学科、専攻は 400 を超える。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る。

ディーキン大学は比較的新しい大学だが、創造性豊かで斬新なプログラムと

最新のテクノロジーを駆使した教授・学習環境などから、オーストラリアの 

University of the Yearをすでに2度も受賞している。通信教育にも力を注

いでおり、数万名単位の学生が通信制で学んでいる。 

 

＜英語教育プログラム＞ 

ディーキン大学附属英語学校（Deakin University English Language 

Institute＜DUELI＞）は 1998 年から留学生向けの英語の集中プログラム

を提供。ディーキン大学や他の高等教育機関へ入学するために必要な英語力

の育成において高い評価を得ている。また進学用の英語コースだけではなく

一般英語やビジネス英語などのコースも提供している。実際の生活や大学の

授業で役立つ実践的な英語のプログラムを初心者レベルから上級者レベルま

で用意されている。5週間単位での留学が可能。 

 

ディーキン大学附属英語学校はメルボルン

にあります。メルボルンは歴史的建造物が

多く、日本と似た気候の地域です。 

●  

アデレード大学（アデレード） 

 

●  

ボンド大学（ゴールドコースト） 

 

●  

ディーキン大学（メルボルン） 

 

●  

ウェスタン・シドニー大学（シドニー） 

http://www.deakin.jp/
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（ELCの建物） 

（授業の様子） 

◎ボンド大学 ( Bond University ) 

Gold Coast, QLD 4229 

http://www.bond.edu.au/ 

 

＜特徴＞ 

オーストラリアで最初に設立された私立大学。総学生数は約 4,000人で大谷大

学と同規模。学部はビジネス、ヘルス・サイエンス（健康科学）＆医学、人文

学＆社会科学、I.T. そして法律がある。キャンパスはクイーンズランド州の州

都であるブリスベンから車で約１時間のゴールドコーストに構え、キャンパス

内にはユニークな研究プログラムと最先端の技術が導入された施設や充実した

図書館などがある。 

 

＜英語教育プログラム＞ 

ボンド大学付属語学学校（Bond University English Language Institute＜

BUELI＞）は、ボンド大学のキャンパス内にあるため、 BUELI の学生は図書

館やスポーツセンター、コンピューター室、レストラン、ブックショップ、郵

便局、メディカルセンターなど、大学内の施設を全て利用できる。 一般英語は

10週にて構成されているが、5週単位での開始が可能。200ほどある学生の

クラブにはBUELIの学生も参加可能。 

 

 

 

 

 

◎アデレード大学 (University of Adelaide) 

Adelaide, South Australia 5005 

https://www.adelaide.edu.au/elc/ 

 

＜特徴＞ 

1874年に創立されたオーストラリアで3番目に古い歴史ある公立大学。商

学、金融、経済、ビジネス、工学、IT、人文・社会科学などの分野が留学生

に人気だが、国立ワインセンターやワイン研究所など他大学にはない独自の

施設があり、美食学やワイン学などの専門プログラムも充実している。メイ

ンキャンパスはアデレード市街地に位置し、州指定の文化遺産登録された図

書館を有するなど美しく落ち着いた街並みに溶け込んだキャンパスにも定評

がある。 

＜英語教育プログラム＞ 

アデレード大学 English Language Center（ELC）にて GEAP（General English 

for Academic Purpose）が開講されている。初級から上級までの 5段階のレ

ベルが設定されており、会話・リスニング・読解・ 筆記・文法および語彙の

向上に焦点を当てたプログラムとなっている、5週間単位から受講が可能。 

 

 

 

 

 

 

（キャンパスの様子） 

大学は東海岸に面したゴールドコースト

にあります。200ものスポーツクラブがあ

り、語学コースの学生も参加できです。 

オーストラリア南部地域で最も発展して

いるアデレードは碁盤の目状に区画整理

された街並みに無料バスもあります。 
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（授業の様子） 

◎ウェスタン・シドニー大学 (Western Sydney University) 

PO Box 224 Quakers Hill NSW 2763 

https://www.westernsydney.edu.au/ 

 

＜特徴＞ 

1989年設立の公立大学、シドニーに 6つのキャンパスを持ち、総学生数が約 4万名となる規模校。留学生も

多く、世界約 70ヶ国から 3,000名を超える留学生迎えている。大学で行われる 100以上の分野の学部・大学

院課程は、すべて政府認定のプログラムであり、その水準の高さは世界的に認められている。また学生一人当

たりの教員数が多く、近代的な図書館、コンピュータラボ、各種スポーツ施設等の優れた大学施設とともに、

勉強・生活両面での学生サポートサービスが充実している。 

 

＜英語教育プログラム＞ 

ウェスタン・シドニー大学付属教育機関 The College にて英語コースを開講

している。一般英語（Communicating In English）は 10週間単位のプログラ

ムとなっており、週 20 時間の授業を受講する。また、大学進学用コースも

充実しており、中級～上級へのレベルアップを目的としたプログラムを提供

している。 

最短 1週間から留学可能。ラグビーワールドカップや東京オリンピックで使

える、ボランティアで使う英語を学ぶプログラムや、カンタス航空フライト

アテンダント体験プログラムなど豊富なプログラムが提供されている。 

 

 

 

大学が位置するシドニー西部は暮らしやす

く、電車やバス、フェリーなど豊富な交通主

段によるアクセスの利便性にも優れています 
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ヨーロッパ 

 

 英 国  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎カンタベリー クライスト チャーチ大学 ( Canterbury Christ Church University ) 

Canterbury Kent CT11QU  

http://www.canterbury.ac.uk/ 

 

＜特徴＞ 

カンタベリー・クライスト・チャーチ大学は、1962年の専門学校 

の設立から発展を続け、2005年に正式に大学としての認可を受け 

た大学。 学生数は、現在約 14,000人であり、ケント地域の高等 

教育機関として最大規模の大学。また、ケント州で唯一の教員養 

成校である。 

 

＜英語教育プログラム＞ 

英語コースには、一般英語コース・アカデミック英語プラス IELTS 対

策コース・学期直前集中英語コース・サマーコースがある（3 週間）。

英語コースの学生も図書館やパソコンルーム、屋内テニスコート、24

時間利用可能な休憩スペースなども利用できる。 

 

 

 

 

● 

カンタベリー クライスト チャーチ大学

（カンタベリー） 

 （キャンパスの様子） 

（キャンパスの様子） 

カンタベリーの街には、世界遺産である建物や建

造物跡がたくさんあります。また、ドーバー海峡

に近く、ロンドンやヨーロッパ各都市へのアクセ

スがよく、とても便利です。 

オックスフォード 

ブリストル 

バーミンガム 
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（学生センター） 

 ド イ ツ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎フィリップス・マールブルク大学 ( Philipps - Universität Marburg ) 

 （交換留学派遣人数：2名/ 派遣留学） 
Biegenstraße 10, D-35032 Marburg 

http://www.uni-marburg.de/ 

 

＜特徴＞ 

ドイツのほぼ中央に位置するヘッセン州にあるマールブルクは、中世のたたずまい

を色濃く残すドイツ有数の大学の街である。１５２７年に最初のプロテスタントの

大学として設立されたマールブルク大学はドイツ４大学としての名声を保ち続け、

現在も街の人口７万５千人のうち１万５千人を学生が占めるという大学都市とな

っている。日本でも有名なグリム兄弟やド

ゥーデン、経済学者のレプケ、作曲家のシ

ュッツ、哲学者のハイデガーなど各方面で

歴史的な著名人を数多く輩出している。 

 

＜ドイツ語教育プログラム＞ 

大学の正規課程を受講。4 月または 10 月に学期が開始されるが、希望者

はオリエンテーション・プログラムとプレセッションクラス（3 月・10

月）に参加することができる。付属のドイツ語教育機関である

Studienkolleg Mittelhessenのコースは、6週間単位で受講可能。初級～上級

のレベル別に分かれて授業が行われる。年間 6回開講されている。 

 

● 

フィリップス・マールブルク大学

（マールブルク） 

（神学部） 
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（カムループスの街の様子） 

（キャンパスの様子） 

 

北 米 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 カ ナ ダ  

◎トンプソン・リヴァーズ大学 ( Thompson Rivers University )  

PO Box 3010, Kamloops, British Columbia, V2C 5N3, CANADA 

http://www.truworld.ca/ 

 

＜特徴＞ 

1970年に創立。公立の学位授与機関で、大学と短大両方の課程がある。1万人

以上の学生が在籍し、約 70カ国以上から約 1200人の留学生を迎えている。100

以上の学士号、ディプロマ、サーティフィケイトプログラムを提供している。 

留学生のボランティア活動も可能。 

 

 

＜英語教育プログラム＞ 

リーディング、ライティング、スピーキ

ング、リスニングの分野において実践的

な英語力を勉強する。レベルは 5 つに分かれており、1 期 14 週間。レベル 4 以

上から ESL(英語教育)プログラムだけでなく、正規プログラムが受講で きる。

学生は毎週 20～25時間の教室での授業に加え、Language Labでの自主学習や社

会活動への参加が求められる。 

 

≪カナダ≫ 

トンプソン･リヴァーズ大学 

（カムループス） 

 

オカナガンカレッジ 

（ケロウナ） 

 

≪米国≫ 

カリフォルニア大学アーバイン校 

（アーバイン） 

カナダ 

米国 

 （キャンパスの様子） 

カムループスは宇治市と姉妹都市。 

大学からは見渡す限り大自然のパノラマが 

広がっています。 

http://www.truworld.ca/
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（授業の様子） 

カナダのリゾート地で、周辺にはいくつか

湖があり、農作物や緑豊かな自然に囲まれ

ています。街にはショッピングセンターな

どもあります。 

 

（キャンパスの様子） 

◎オカナガンカレッジ ( Okanagan College )  

1000 KLO Road, Kelowna, British Columbia V1Y 4X8 CANADA 

www.okanagan.bc.ca/ 

 

＜特徴＞ 

カナダで最も美しい街のひとつであり、近年では将来住みたい街の第１位に

選ばれ続けている Kelowna 市に本拠地を置いている。 International 

Education Department（国際留学生課） は1985年に 開設。現在では

在籍生徒数約 450 名（うち日本人 20～25％）を数えるに及び、各生徒の

出身国は約30ヵ国。留学生のボランティア活動も可能。 

 

＜英語教育プログラム＞ 

Kelownaキャンパスでは、アカデミッ

ク英語のコースが開講され、読解・作

文・聞き取り・発音・文法のそれぞれ

の技能を学習する。クラスは 18～20名で、週 20時間の ESL(英語教育)の授業

を受ける。レベルは 6つに分かれており、レベル 5以上からは ESL(英語教育)

プログラムだけでなく、正規プログラムが受講できる。 

 

 

 

 米 国  

◎カリフォルニア大学アーバイン校 ( University of California, Irvine ) 

 P. O. BOX 6050 Irvine, CA 92616-6050 U.S.A.  
http://www.uci.edu/ 

 

＜特徴＞ 

1975 年に開校した州立大学。毎年発表される U.S. News and World 

Report誌では全米ランキングの上位にランクインし、国際色豊かな大学。

学生数は 3万人以上で、留学生は 16％に及ぶ。工学、化学などの理系が

よく知られるが、心理学、文学や舞台芸術などの専攻も評価が高い。 

 

 

＜英語教育プログラム＞ 

実践的な英語力を身に付

けられることを目的とし、会話・文法・単語・イディオム・読み書き・

リスニングなどを総合的に学ぶ。初級から上級までの７つのレベルから

英語力に応じてスタートすることができる。中級では一般科目、上級で

はイディオム・発音訓練・アメリカ映画・歴史、文化、政治などの選択

科目化、専門的なエクステンションの科目から選んで勉強できる。 

 

 

 （キャンパスの様子） 

アーバインはロサンゼルスから車で 1 時

間ほど、治安も気候もよく、住みたい町の

人気ランキングの常連です。 

http://www.okanagan.bc.ca/

