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2お品書き

1. 語学留学とは…?

･他の｢留学｣との違い、語学留学の種類
･語学留学のメリット

2. 語学留学の申し込み方法

･大学主催のプログラムに参加する場合
･個人で申し込む場合

3. 知っておきたい、語学留学のあれこれ

･期間は? 費用は…?

･滞在先, 留学先, 宿泊先の選び方
･準備するもの

4. 留学生活のアドバイス

･留学の楽しみ方, 気を付けたいこと



3担当LS自己紹介

工学研究科マテリアル生産科学専攻

理工学図書館ラーニング･サポーター

(M1)

• イギリス,ロンドンに1ヵ月語学留学
(学部2年生夏休み)

• ｵｰｽﾄﾗﾘｱ,メルボルンに1ヵ月語学留学
(学部3年生夏休み)

• 大学入学後に旅した国
 カナダ, イギリス, フランス, スペイン, アンドラ,

ドイツ, スイス, オーストラリア

• 現在, 留学生が多い研究室に所属



41. 語学留学とは

語学留学: 海外の語学学校に入学して語学を学ぶための留学

留学正規留学
(高校, 大学)

芸術, スポーツ

専門留学
(技術)

ワーキングホリデー

駅前留学

語学留学

• 現地の人に加え, 様々な国籍の人と交流できる
 コミュニケーション力の向上, 異文化理解

メリット

• 四六時中, 外国語に囲まれて生活できる
 否が応でも語学力を養える

理系学生には絶対必要な能力!



51. 語学留学とは

語学留学の種類

 例えば…

･モナシュ大学春期語学研修プログラム
･ヨーク大学夏期語学研修プログラム

大学, 企業主催プログラム 個人留学

 手続きが簡単
 単位修得可能
 安心

 制約やタスクが多い
 ある程度の語学力が必要
 自由がきかない

メリット

デメリット

 自分で留学先や滞在先, 期間
などを選定し手続きを行う

 留学のすべてを自由に選べる
 自由に行動できる
 最低限の語学力でOK

 手続きが複雑
 頼れる人がいない
 サボる危険性がある

メリット

デメリット



62. 申し込み方法

大阪大学主催プログラム 個人留学

興味がある国･都市, 

語学学校を探す

 興味のあるプログラムを選
び, 申込書･必要書類を提出

(選考あり)

 語学学校のWebサイトやE-mail

などで入学申請, 宿泊先や航空券
を確保, etc…

前準備

 留学エージェントに依頼

もしくは

 入学申請, 宿泊先･航空券
の確保, 諸手続きの代行

 留学中のサポート



73. 語学留学のあれこれ

最短1週間から半年, 1年以上まで

 手軽なのは1ヵ月程度の短期留学 (大学の長期休暇を利用)

 おすすめは3ヵ月程度

 無理なく留学ができる
 ちょうど慣れてきた頃に帰国することになる

 語学学習に適した期間
 観光も含めて留学生活を十分に満喫できる
 休学などによる時間の確保が必要

 1, 2週間でも貴重な経験ができる

語学留学の期間



83. 語学留学のあれこれ

滞在先 (国, 都市)

 同じ言語でも場所によって若干異なることも (訛り, 方言)

学習したい言語に応じて選択

 英語学習の場合の候補

カナダ

･バンクーバー
･カルガリー
･トロント

アメリカ

･ニューヨーク
･ボストン
･ロサンゼルス
･サンフランシスコ
･シアトル

イギリス
･ロンドン
･ケンブリッジ
･オックスフォード

アイルランド

マルタ
ニュージーランド

オーストラリア
･シドニー
･メルボルン
･ケアンズ

フィリピン



93. 語学留学のあれこれ

留学先 (語学学校)

大学付属語学学校 私立語学学校

 授業内容は比較的高レベル

 キャンパス内施設や設備を利用
できる

 入学時期, 滞在期間の制約がある

 民間企業が運営, 学校に
よって様々なタイプがある

 大学, カレッジに併設されて
いる語学学校
(大学のプログラムでの留学先は大体これ)

 初級から上級まで語学力レベ
ルに応じたクラス分けが多い

 一般英語, ビジネス英語, IELTS

対策コースなど, 多くのコース
の中から選択できる

 アクティビティが充実してい
るところが多い

 入学日, 期間の選択肢が多い



103. 語学留学のあれこれ

1日の流れ (語学学校)

 語学学校の仲間や講師と親睦
を深めることができる

 アクティビティ

7:00

8:00

9:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

週28コマ
基本コース

講義 講義

講義

週28コマ
午前コース

週28コマ
午後コース

講義

ランチ
ランチ

アクティビティ

フリータイム

アクティビティ

フリータイム

フリータイム

 気軽に色々な経験ができる

･BBQや立食パーティ
･カフェでティータイム
･レストラン, PUB巡り
･スポーツ大会
･近場の観光地巡り
･遠方への観光ツアー (休日)



113. 語学留学のあれこれ

宿泊先
ホームステイ 寮 (ドミトリー)

 一人部屋, 共用トイレ･バスルーム

 ホストファミリーとのコミュニ
ケーションを通じた語学学習･
ライフスタイルの体感

 朝夕食を提供してくれるコースが
多い

 家族や料理との相性…

 他にも留学生がいることがある
 家庭ごとにルールがある (家事,   

外出, 連絡…)

 語学学校併設のものから
民間寮まで

 語学学校が認可, 選定した
一般家庭の中で生活

 相部屋, 共用トイレ･バスルーム

 様々な国から来た留学生との交流
を通じた語学学習･異文化理解

通学時間: 30~90分 通学時間: 0~30分

アパート (下宿)

 入居の敷居が高い
 家賃が高い

→ 友人とシェアするケースも

 自由



123. 語学留学のあれこれ

ホームステイの経験談
ロンドン 通学時間: 60分 メルボルン通学時間: 50分

ホストマザーのみ
 超フレンドリー
 会話を楽しみながら食事

稀に息子さんやその家族が来訪

家族

ホストマザーのみ
 そこそこフレンドリー
 食事は別々に
 会話の機会が少ない

他の留学生1人: fromデンマーク 1人: from中国

部屋

食事



133. 語学留学のあれこれ

準備が必要なもの

費用 書類など

 授業料 (語学学校)
 コース, 授業数によって異なる

 宿泊費 (ホームステイ, 寮)

 国や期間によって大きく変わる

 食費, 交通費, 娯楽費
 渡航費 (航空券)

 諸費用
 海外旅行保険, 教材
 (留学エージェント手数料) 

費用目安 (授業料+宿泊費)

アメリカ, イギリス, 

オーストラリア
カナダ, フィリピン

高価安価

 パスポート

 入学申請書類
 エージェント利用なら不要

 ビザなど
 国や期間によって異なる

 航空券 (往復)

 海外旅行保険

 クレジットカード, 現地通貨

 国際学生証



144. アドバイス

留学生活の楽しみ方

• 観光

･近場から遠方まで, 観光名所を制覇!

･時にはツアーに参加

• 街歩き

･市街をのんびり散歩, 景観や雰囲気を味わう

･色々なレストラン, カフェに足を運ぶ

• ショッピング

･土産物店, 本屋, 百貨店…

･見るのも買うのも楽しい
･スーパーマーケット

 休日, フリータイムを最大限活用する!



154. アドバイス

気を付けたいこと

• 勉強面

･予習復習は欠かさず行う

･日本人と必要以上に関わらない方が

語学は上達する！
…でも, いざというとき頼れるのは日本人

• 生活面

･健康には細心の注意を払う, 規則正しい生活を

･ホストファミリー, ルームメイトとの関係を良好に
…でも, 嫌なこと･気になることはしっかり相手に伝える
 最悪, ステイ先や寮の部屋の変更が可能な場合も

• 行動面

･貴重品は管理を徹底する (ステイ先や寮でも厳重注意)

･郷に入っては郷に従う (意外なしきたり, 文化に注意)



16まとめ

1. 語学留学とは
･語学に加え, 理系に役立つスキルを身につけられる

2. 語学留学の申し込み方法
･大学主催プログラムか個人か

3. 知っておきたい、語学留学のあれこれ
･期間, 滞在･留学･宿泊先, 費用…

4. 留学生活のアドバイス
･充実した留学生活を!

語学留学は言語習得の近道! 申し込みも案外簡単…

そうだ 留学 しよう。
Next: 2020. Spring vacation


