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訪日外国人観光客や外国人留学生の増加が注目される一方で、日本人

の高校生の留学者数が増えているという。海外への修学旅行や、大学

進学後に短期・長期の留学を経験するケースも多く見られるようになっ

てきた。若い世代が海外に出ることの意義について、一般社団法人

JAOS海外留学協議会の星野達彦理事・事務局長にうかがった。

星野達彦JAOS理事・事務局長に聞く

留学は中高生のうちから！ 
異文化の中で自分を再発見

私は高校での３年間の留学を通して、
新しい自分と知らなかった世界を発見
し、年代や国籍がさまざまな人と関わり
合う中で、視野が広がりました。また留
学中、言語の壁があっても決して自分の
ことを見捨てなかった先生や、留学後も
世界中から私を気に掛けてくれる友達
に、自分が周りに支えられていることを
教えてもらいました。
留学先の高校が留学受け入れの要件

として採用していたTOEFL Junior ®。
私はTOEFL Junior ®の受験を通して、
自分の実力を知り、英語は暗記するだけ
ではなく道具として使うことに意味が
あるのだと気づきました。また、テスト
の結果はスコアで表されるため、具体的

な目標設定ができ、自分の成長も把握で
き、モチベーションが上がりました。そ
して、目標のスコアをクリアし、希望の
留学に一歩近づくことができました。
留学はどんな瞬間もかけがえのない

貴重な体験です。私はさまざまな壁を
乗り越えたことで、自分に自信を持つこ
とができました。今、留学を考えている
方、勇気を出
して行ってみ
てください。
きっと、たく
さんの発見が
待 っ て い ま
す！

TOEFL Junior ®で開けた留学への道
古屋穂夏さん（慶應義塾大学　総合政策学部１年）

――中学や高校のうちに留学することの

メリットを教えてください。

訪日外国人観光客の数が増加し、日本
政府は東京オリンピック開催の2020年ま
でに年間2000万人という目標を倍増し、
4000万人という数字を打ち出しました。
外国人留学生の受け入れも、2020年ま
でに30万人に増やすという目標がありま

す。これからは、日本国内で仕事をするに
しても、英語を使い、外国人とやりとりを
することが避けられない状況にあると言え
ます。
日本はこれまでどちらかというと均一なモ

ノカルチャーの国だったので、若いうちに
外国で多様な文化に触れ、異文化を理
解することは非常に大切です。海外の文
化や人について、テレビで見たり本で読

んだりするのと、直接自分で触れ
てみるのとでは大きな違いがありま
す。感受性が高い中高生、もしく
は大学生のうちに、ぜひ留学を体
験してほしいと思います。
海外に出ると、自分自身が一種

の「日本代表」として日本のことを
説明する機会があるため、これま
で自国についてあまりよく知らな
かったことに気づき、日本のよさを
見直すきっかけにもなります。

――中高生が留学するには、どの

ような方法があるのでしょうか。

まずは夏休みや春休みに２週間
から１ヵ月ほど語学研修に参加す
る短期留学があり、これらは旅行
をする感覚で気軽に参加すること
ができます。高校生になると、海外
の高校に１年間留学するという
ケースもあります。単位互換の制度
によって、日本の高校の１年分に該当させ
ることも可能になってきています。
１年間の留学の場合、受入校が語学
のサポートをすることもありますが、一般に
は現地の生徒と同じ教室で同じ授業を受
けることになります。最初は大変かもしれ
ませんが、若者ならではの適応能力の高
さで、１年たつころには仲のよい友人がで
き、帰国するのがつらくなってしまうことが
あるほどです。
また、欧米の学校では自分の意見を
はっきり言うことが求められるので、語学
力が上がるというだけでなく、日本の学校
では得にくい、自分の意見を考えて人を
説得する能力を高めることができるのも利
点です。
高校で留学した経験があると、いったん

日本に帰ってきたとしても、海外の大学に
進学する、または日本の大学を卒業した
のち、海外の企業に就職するといった、さ
まざまな将来の選択肢が生まれます。

――留学の準備としてはどのようなことを

すればよいのでしょうか。

学校で授業を受けるための語学力だけ
でなく、現地で生活するための、必要最
低限のコミュニケーション力を身につけるこ
とが大切です。TOEFL Junior ®など中高
生向けの国際的な英語能力運用テストを
受けてみると、世界の中で自分の英語力
がどの程度の位置にあるか分かりますし、
高スコアを目指すことが勉強の励みにもな
ります。「留学しよう」と決める前に、「読
む」「聞く」「話す」「書く」の４技能をバラ
ンスよく身につけるための学習を進めてお
くようにしてください。

TOEFL Junior®

留学希望者向けテスト会
東京・大阪で2016年11月～
2017年２月まで開催中です。
詳しくは公式サイトをご覧くだ
さい。
http://gc-t.jp/【取材協力：EDICM】

星野達彦：留学カウンセラーとして長年の経験を持ち、世界で
600校以上の学校を視察、各種留学イベントで講演を行なう。
JAOS留学情報サイト　http://www.ryugaku-jaos.org/
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英語による専門授業や在学中の海外留学制度を早くから取り入れてきた

金沢高専は、2018年４月、日本三大名山の一つである白山の大自然の

中に全寮制の新キャンパスを開設。科学・工学の分野におけるグローバ

ルリーダーを育てるべく、大学・大学院進学を含めた一貫教育を推進す

る。同校の構想につき、ルイス・バークスデール校長に話をうかがった。 ルイス・バークスデール金沢工業高等専門学校校長

ルイス・バークスデール金沢工業高等専門学校校長に聞く

高専・大学の一貫教育で
グローバルリーダーを育成

金沢工業高等専門学校
〒921-8601 石川県金沢市久安2-270
tel:076-248-1080
email:nyusi@kanazawa-tc.ac.jp
http://www.kanazawa-tc.ac.jp/

――どのような人材育成を目標としてい

るのでしょうか。

金沢高専は1962年に設立した、金沢
工業大学の併設校です。技術や知識の
習得のみならず、コミュニケーション重視の
英語教育や海外留学に力を入れ、2015

年からは、新しいものをゼロから生み出す
本格的な“グローバルイノベーター”の育成
を目指し、「2020Vision」という教育改革
に取り組んできました。
工学の仕事は、一人でコツコツものを
作っていればよいというわけではなく、チー
ムの中で、仲間とともに問題を発見し、解
決する力が必要とされます。また、社会が
グローバル化する中で、海外の人材と協
力し合って作業を行なう力も求められてい
ます。私たちの教育改革がそれを可能な
ものにするのです。

――英語教育への取り組みと海外留学

の機会について教えてください。

現在、全教員の３分の１にあたる21人
が、アメリカ、イギリス、エジプト、ベトナムと
いった国から来ている外国人であり、英語
のカリキュラムは、外国人教員とコミュニ

ケーションを取るプログラムを中心としてい
ます。また、一部の専門科目の授業は英
語で実施し、学生の質問やテストの回答
も英語で行なうといった試みに取り組んで
います。
海外留学の機会が豊富にあることも、
金沢高専の大きな特徴です。希望者は２
年次に約１ヵ月のアメリカ英語研修に参加
することができます。３年次には１年間
ニュージーランドに留学し、帰国後は、その
まま４年次に進学できます。４年次は全員
がシンガポールでの修学旅行に参加しま
す。このほか、海外インターンシップやシン
ガポールの学生を受け入れるプログラムも
実施しています。
「ラーニングエクスプレス」という活動で
は、日本とシンガポール、インドネシアなどの
学生がともにインドネシアの山村を訪ね、
フィールドワークを行ないます。異なる言
語・文化の中での体験を経て自信をつけ、
見違えるように成長した学生たちが帰って
くるのを、毎年楽しみにしているのです。

――2018年4月にオープンする白山キャ

ンパスについて教えてください。

これまでの実績を踏まえ、大きな革新を

実現させます。高専５年、大学・大学院
あわせて４年という、「５＋４」の一貫教育
の試みです。
石川県白山麓に全寮制の新しいキャン

パスを開設し、２年間この白山キャンパス
で学んだのち、３年次は１年間ニュージー
ランドへ留学します。４～５年次は金沢工
業大学に隣接した扇が丘キャンパスで専
門分野を学びます。ここでも授業はほぼ
英語で行なわれる予定です。５年間の高
専の授業を終えると、金沢工業大学の３
年次に編入し、２年間の学部生活を経て
同大大学院へ進み、２年間、産学連携
の環境で最先端のプロジェクトに取り組む
ことになるのです。

――全寮制の学校として、全国からの受

け入れが可能になりますね。

石川県外はもちろん、海外からの留学
生の受け入れも視野に入れています。ほ
とんどの授業は英語で行なわれることか
ら、帰国子女にとっても学びやすい環境
だといえるでしょう。現在設けている学科
の区別は取り払い、よりプロジェクト型、創
造型の授業を取り入れる予定です。
新キャンパスでは、白山麓の豊かな自然

の中で、１学年90人という少人数制の教
育が可能になります。地域の産業と協力
し、持続可能な発展を目指すプロジェクトも
取り入れていきます。
大学院進学を組み込んでいるのは、

「グローバル社会でリーダーとして活躍でき
る人材を育てる」ことを目指しているため
です。与えられたもので満足してしまうの
ではなく、自分から動いて目標を発見し、
新しいものを創り出す。そういった使命感
を持つ社会のリーダーを育てるのがねらい
です。
新キャンパスには、地元石川県からも大

きな期待が寄せられています。地方の企
業でも、これからは海外への進出が欠か
せないものとなり、英語力とコミュニケー
ション力を備えた人材が必要とされてくるで
しょう。白山キャンパスの開設によって、こ
こを「第二のふるさと」としてくれる若者を
輩出し、地域の発展にも貢献していきたい
と考えています。

 ■全寮制のコミュニティー
　入学時から英語での指導を導入

グローバル社会において新たな価
値を創り出すプロフェッショナル“グ
ローバルイノベーター”養成のため、
金沢工業高等専門学校は、2018年４
月、石川県の白山麓に「白山キャンパ
ス」を開設する。この全寮制キャンパ
スで学ぶのは、高専の１、２年生。金
沢工業大学・大学院への進学も構想
に含め、以下のような「５＋４」のプロ
グラムを実施する。
●金沢工業高等専門学校
１～２年目　白山キャンパス

３年目　ニュージーランド留学
４～５年目　金沢工大と共有する

扇が丘キャンパスへ
●金沢工業大学
１年目　３年次へ編入
２年目　４年次
３～４年目　大学院修士
白山キャンパスの寮は学生・教員・

スタッフ協同のラーニング・コミュニ
ティーとなり、地域社会や自然をテー
マとした学習を行ない、専門分野の垣
根を越えた課題発見・解決力を養う。
入学時から英語による指導が取り入
れられ、ニュージーランドでの３年次
以降、ほとんどの授業が英語で行なわ

れることになる。

 ■目的に応じて効果を発揮
する多彩な学習環境

ニュージーランド留学で
は、提携校の国立オタゴポリ
テクニクにて、世界各国から
来た学生とともに、数理工の
科目を英語で学ぶ。現地企
業でのインターンシップを体験するこ
とも可能だ。
日本に戻ると、高専４～５年次には

金沢工業大学との連携によって幅広
い分野の専門基礎を学ぶことになる。
同時に大学の授業を履修することも
できる。卒業後は、金沢工業大学３年
次に編入、大学卒業後はさらに大学院
へ進学することもできる。産学連携の

研究環境の中で、大学・企業とともに、
学部学科の枠を超えたプロジェクト
に取り組める。こうして高専入学から
大学院修士課程修了までの９年間、目
的に応じて効果を発揮する、さまざま
な環境の中で学ぶことが可能になる
のだ。

2018年４月、新カリキュラムがスタート

※掲載内容は計画中のものであり、変更と
なる場合があります。
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――問題――
Part 2

Directions: Look at the graph and answer each question.

8. What is the main purpose of this table?
 A. to show the relationship between life expectancy and academic  
      excellence
 B. to compare the life expectancy of people from different countries
 C. to show the life expectancy of women in Japan
 D. to show how much life expectancy has increased in various countries

9. Men from which country have the highest life expectancy?
 A. Iceland
 B. Japan
 C. Republic of Korea
 D. Switzerland

10. According to the table, what can we say about men in Singapore?
 A. They have a higher life expectancy than women in Singapore.
 B. They have a lower life expectancy than men in Australia.
 C. They have a higher life expectancy than men in Switzerland.
 D. They have a life expectancy of more than 85 years.

11. According to the table, men in Switzerland                    .
 A. have a higher life expectancy than women in Switzerland
 B. have the same life expectancy as men in Australia
 C. have a lower life expectancy than women in Republic of Korea
 D. have a lower life expectancy than men in Japan

――解答・解説――
　図表を読み取って、それに関する問い
に答える問題。Life expectancy（平均寿
命）という言葉があり、さらに世界の国々が
ランク付けされているのが見て取れる。
よって、これは平均寿命の長い順に、世
界の国々の上位８番目までを並べた表だと
分かる。これを理解したら、それぞれの数
字に気をつけながら、設問を解いていこう。
8. B 図表のmain purpose（主な目的）
が問われている。前述の通り、これは男
性・女性それぞれの平均寿命が長い順
に世界の国々を並べたランキング。よっ
て、B「さまざな国の人々の平均寿命を比
べるため」が最も目的として適当だと分か
る。A「平均寿命と学業成績の関係を示
すため」は、後半の「学業成績」がまった
く関係ない。C「日本の女性の平均寿命
を示すため」は、「日本人女性」に限定し
ているのがおかしい。これは、この図表の
主旨ではない。D「各国で、いかに平均
寿命が延びたのかを示すため」が正解に
なるためには、数年前と比較したデータで
ある必要がある。
9. A 「最も男性の平均寿命が長い国」が
問われている。男性のランキングでは

Icelandが１位なのでAが正解。こうした
「（図表を）見ただけで分かる問題」は、
時間をかけずに素早く解答したいところ。
10. B シンガポール人男性について、図
表から読み取れることを選ぶ問題。正解
はB「彼らはオーストラリア人男性より平均
寿命が短い」。図表によると、シンガポー
ル人男性の平均寿命は「80.2歳」。一方
オーストラリア人男性は「80.5歳」なので、
Bの記述は正しいことが分かる。それ以外
の選択肢（A「シンガポール人女性より平
均寿命が長い」、C「スイス人男性より平
均寿命が長い」、D「平均寿命は85年以
上だ」）はすべて、図表の内容と異なるた
め正解にはならない。
11. C スイス人男性について、図表から読
み取れることを選ぶ問題。前問と同じよう
に考えよう。スイス人男性の平均寿命は
「80.7歳」、韓国人女性は「84.6歳」な
ので、C「韓国人女性よりも平均寿命が
短い」が正解。それ以外の選択肢（A「ス
イス人女性より平均寿命が長い」、B

「オーストラリア人男性と平均寿命の長さが
同じだ」、D「日本人男性より平均寿命が
短い」）は、すべて図表から読み取れる
内容と一致しない。

ここからは、留学の際の英語力の証明として提出することができる検定試験

の問題にチャレンジしてみよう。まずは「ELTiS」から。これはEnglish 

Language Test for International Studentsの略で、アメリカの高校の

授業を受けるために必要な「聴き取り能力」や「読解能力」があるかどうかを

チェックする英語試験。リスニングとリーディングの２つのパートで構成される。

� 問題提供：トフルゼミナール

語学力証明に使える
英語検定試験の問題にチャレンジ！

① ELTiS

ここで取り上げたのはリーディングセクションのPart 2「グラフ・図表の
読み取り問題」。この後のPart 3では「長文問題」が出題される。時間に余
裕を持ってPart 3に取り組むために、それほど多くの英語を読む必要がな
いPart 2のような問題は、素早く解答することを心掛けよう。

Tips!

 Men   Women  

 Rank Country Life Rank Country Life
   expectancy   expectancy

 1 Iceland 81.2 1 Japan 87.0

 2 Switzerland 80.7 2 Spain 85.1

 3 Australia 80.5 3 Switzerland 85.1

 4 Israel 80.2 4 Singapore 85.1

 5 Singapore 80.2 5 Italy 85.0

 6 New Zealand 80.2 6 France 84.9

 7 Italy 80.2 7 Australia 84.6

 8 Japan 80.0 8 Republic of Korea 84.6
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TOEFLのスピーキング問題では、実際に話し始める前に与えられる「準備
時間」が15秒～ 30秒しかない（問題によって指定される準備時間は異な
る）。この間に自分の意見を組み立てるのは至難の業。これができるように
なるには、やはり「慣れ」が必要だ。日頃から、いろいろなことに対して英
語で意見を述べる練習をしておこう。

――問題――
Now you will be asked to speak about a topic that is familiar to you. 
After hearing the question, you will be given 15 seconds for preparation 
and 45 seconds for your response. Listen to the following question.

Question
Choose a special event or occasion that you are currently looking forward to 
and explain why you are looking forward to it. Include specific examples 
and details in your explanation.

語学力証明に使える
英語検定試験の問題にチャレンジ！

②TOEFL

TOEFLは、アメリカをはじめとした英語圏の大学や大学院に留学する際の
英語力の証明として幅広く用いられている検定試験で、 全世界130ヵ国・
9,000以上の大学や機関に利用されている。特に、受験者が留学後、大学・
大学院の講義についてこられるかどうかを判断するため、アカデミックなトピッ
クや専門用語が出題されることが多いのが特徴の一つだ。 

 問題提供：テイエス企画（株）

※今回掲載した問題・解答例は、以下の書籍より引用しました。

【書名】TOEFL® TEST対策 iBTスピーキング
【著者】川端 淳司
【出版社】テイエス企画（株）
【本体価格】2,400円

――解答・解説――
　TOEFLでは、リーディング、リスニング、
スピーキング、ライティングの問題が出題さ
れるが、今回はスピーキングの問題を取り
上げた。ここで出題したのは、一般的なト
ピックに対して、具体例を挙げながら理由
を加えて英語で説明するQuestion 1の
問題。これ以外にも、TOEFLのスピーキ
ング問題では、２つの選択肢のうち自分が
支持する方を選んで英語で意見を述べる
問題や、会話や講義の一部を読んだり聞
いたりした上で、その内容について英語
で答えるものなど、さまざまな形式が出題さ

れる。
　本問は、現在楽しみにしていることを英
語で説明するという問題。設問文にある
explain why you are looking forward 

to it（なぜ楽しみにしているのかを説明し
なさい）、Include specific examples and 

details（具体的な例と詳細を含めること）
という指示に気を付けながら、これらをしっ
かり含めた上でスピーチを展開しよう。
　「解答例」では、「大学を卒業して働くこ
と、独立すること」が挙げられている。Iʼm 

looking forward to working — Iʼve 

already landed a job with a major in -

surance company.（私は働くことを楽しみ
にしています。すでに大きな保険会社に
就職することも決まりました）をはじめとし
て、設問で求められている具体的な事柄
がしっかりと挙げられているため、減点され
る「隙」のない解答に仕上がっている。
　また、「現在、大学の最終学年」→「人
生の準備をするのではなく、人生を生きる
ことを始めたい」→「働くことが楽しみ」→
「独立することも楽しみ」という、論理の流
れが明確な理路整然としたスピーチになっ
ている点にも注目しよう。
( 問題訳）あなたが現在楽しみにしている
特別な出来事や行事を選び、なぜ楽しみ
にしているのか説明しなさい。説明に具体
的な例や詳細を含めなさい。
( 解答例）I’m now in my final year of 
college, so I’m going to graduate 
this coming March. I can’t wait! All 
my life I’ve been a student — my 
earliest memories are from around 
the time I was in kindergarten. To 
be honest, I’m tired of preparing for 
life — I want to start living it! I’m 
looking forward to working — I’ve 

already landed a job with a major 
i n   s u r a n c e  c o m p a ny.  I ’m  a l s o 
looking forward to being in de
pendent, having my own apartment, 
controlling my own finances, and 
making my own decisions. I know it 
won’t be easy, but I can’t wait. My 
real life starts after graduation.
( 解答例訳）私は今、大学の最終学年
ですから、この３月に卒業する予定です。
とても待ち遠しいです。私は生涯ずっと
学生をやってきました。というのも、私の
最初の記憶は幼稚園時代から始まるの
ですから。正直言って、人生の準備を
するのに飽きています。つまり私は自分
の人生を生きることを始めたいのです。
私は働くことを楽しみにしています。すで
に大きな保険会社に就職することも決め
ました。私はまた、独立すること、自分の
アパートを持つこと、自分でお金のやりく
りをすること、自分で決断を下すことを楽
しみにしています。そんなにたやすいこと
ではないことはわかっていますが、待ちき
れないほどです。私の本当の人生は、
卒業後に始まるのです。
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語学力証明に使える
英語検定試験の問題にチャレンジ！

③ IELTS

IELTSのライティングでは、ここで紹介した形式の他に、あるテーマにつ
いて自分の意見を英語で述べるタイプの問題も出題される。いずれの形式
においても、英語の文章特有の書き方の「型」を知ることが大切。問題集な
どの模範解答を参考にして、ライティングの「型」を頭に入れておこう。

IELTSはTOEFLと並ぶ世界規模の英語検定試験で、145ヵ国、合計
9,000の機関に認定されている。イギリス、オーストラリア、カナダ、ニュージー
ランドのほぼ全ての高等教育機関で認められており、アメリカでも TOEFL
に代わる試験として採用する教育機関が増えている。TOEFLと同じくス
ピーキング・リスニング・リーディング・ライティングの４つの技能がテストされ
るが、スピーキングの試験は、コンピューターに解答を吹き込むTOEFLと異
なり、面接官との１対１の形式で行なわれる。

※今回掲載した問題・解答例は、以下の書籍より引用しました。

【書名】新セルフスタディ IELTS 完全攻略  

【著者】Anthony Allan 著 / 片岡 みい子 訳
【出版社】（株）ジャパンタイムズ
【本体価格】2,600円

――問題――
――解答・解説――
(問題訳）このイラストは、掃除機のさまざま
な部品と、それがどのように機能するのか
を示している。主要な特徴を選択し、述べ
ることで情報を要約し、関連箇所を比較
せよ。最低でも150語で書くこと。
（ 解 答 例 ）A vacuum cleaner is a 
machine for cleaning carpets in 
the home. It consists of three main 
parts: a handle at the top, a body 
containing a dust bag, and a base 
that holds an electric motor and 
rotating brush. At the front of the 
base there is an intake port. Inside 
the port is a rotating brush. When 
you push the vacuum cleaner 
forward the brush rotates and 
picks up the dust from the carpet. 
The electric motor, located behind 
the intake port, drives a fan with 
angled blades. As the blades turn, 
the dust is sucked up through a 
rubber tube located behind the fan. 
The dust enters the dust bag in the 
upr ight  body  of  the  vacuum 
cleaner. The bag has a filter on its 

front side, in the middle. In front of 
the filter there is an exhaust port 
on the case of the cleaner. The air, 
which is sucked up and carries 
dust into the dust bag, passes 
through the filter and out of the 
exhaust port leaving the dust in 
the bag.
（解答訳）掃除機は、家庭でカーペットを
掃除する器具である。それは、３つの主
要部分、ハンドル、吸塵袋が入っている
本体、そして電気モーターと回転ブラシが
ついている基部 [ベース]から成る。ベース
の前部には吸込み口がある。吸込み口の
内側に回転ブラシ。掃除機を前に押すと、
ブラシが回転し、カーペットのほこりを吸い
上げる。電気モーターは吸込み口の後ろ
にあり、斜めの羽根がついたファンを回し
ている。羽根が回転すると、ファンの後ろ
のゴム管にゴミが吸い込まれる。ゴミは本
体の垂直部分の中にある吸塵袋に入る。
袋の前中央にフィルターがある。フィルター
の前、掃除機の筐体上に排気口がある。
ゴミを吸い込んで袋に運んだ後の排気は、
ゴミを残してフィルターを通り、排気口から
出ていく。
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●アメリカ

日本人の留学先として最も人気のアメリ
カ。さまざまな民族が集まり、多様な文化を
経験できるのが魅力だ。特に人気の都市
は西海岸のロサンゼルス、サンフランシスコ、
サンディエゴ、東海岸のニューヨークなど。
最先端のエンターテインメントやビジネスを生
み出してきた国の風土を肌で感じ、刺激に
満ちた留学生活が楽しめるだろう。留学生
を対象とした語学学校が多く、職業体験が
できるインターンシップも豊富だ。
日本の学校教育で主流のアメリカ英語
に生で触れられる。日本人がどちらかとい
うと苦手な自己主張をアメリカ人は得意と
するため、現地の学校では自分の意見を
はっきりと述べる能力も磨かれるだろう。
実力主義の国であり、語学力に加えて仕
事に必要なスキルを磨けば、現地の企業
で働くという選択肢も生まれる。留学の
際、英語力の証明として、一般的には
TOEFLのスコアが求められる。

●カナダ

広い国土に美しい大自然が溢れ、マリ
ンスポーツやスキーなどの山岳スポーツが

盛んな一方、バンクーバー、トロント、モント
リオールなどの都市部には世界有数のエ
ンターテインメントや商業スポットが集まって
いる。治安が良く、年間を通じて気候の
穏やかな地域が多いので、快適な留学
生活が送れるだろう。教育の質の高さも
魅力だ。カナダ英語は、強いなまりがない
ため、聞き取れなくて苦労することは少な
いだろう。
西岸部には映像、ゲーム、ハリウッド映

画の制作会社が多くあり、音響やCGの
専門技術を学びに専門留学をする人々
が集う。カナダには、大学で２年以上学ぶ
と国内の企業で最長３年間の就労ができ
るワークパーミットの制度があり、将来は海
外で働きたいと考える人にとっては、その
夢を叶えやすい条件が整っているといえ
る。英語力の証明として、主にTOEFLの
スコアが必要だ。

●イギリス

イギリスといえば、歴史的建造物に、
ファッション、アート、デザインなどの芸術産
業。近年では、金融センターや IT技術に
おいても世界の中心地となっている。
英語発祥の地でもあり、格調高いブリ

ティッシュイングリッシュを習得したい学生
や、歴史や文化に関心の高い人々に人
気の留学先だ。国土が小さいながら、世
界最古の大学であるオックスフォード大学
をはじめ、レベルの高い教育機関がそろっ
ている。MBA（経営学修士）の名門校も
数多くあり、近年ではイギリスへのMBA

留学も増えている。英語力の証明には、
主にIELTSのスコアが用いられる。留学
中の休暇にフランス、スペイン、イタリアなど、
ヨーロッパ諸国へ行きやすいのも魅力だ。

●オーストラリア

大自然に恵まれた広大な国土に世界
有数のリゾート地があり、国内最大の都市
シドニーは、文化やビジネスの世界的な中
心地だ。オージーは親日家で有名。フレンド
リーかつのんびり屋で、平和な国民性も魅
力だ。イギリスの統治下にあったオーストラリ
アの人々は、イギリス英語のアクセントを残
すオージーイングリッシュを話す。
特に人気の都市は、最新ファッションや
音楽の発信地であるシドニー、世界中から
留学生が集まり「教育の街」と呼ばれる
メルボルン、国内最大の観光保養地ゴー
ルドコーストなど。留学中の日本人が働け
る場所が多く、ワーキングホリデーでさまざ
まな職業を体験しながら国内を１周するこ
とも可能である。ワーキングホリデーでは、

ホテルやツアーガイドの仕事が人気で、働
きながら世界屈指の観光スポットを巡ること
ができる。また、個性的な留学プログラム
も充実し、例えば「カフェの街」として知ら
れるメルボルンでは、コーヒーの専門知識
を習得するバリスタコースが人気。留学時
に問われる資格試験は IELTSが一般的
だ。

●ニュージーランド

豊かな自然と治安の良さ、過ごしやす
い気候などの理由から、留学先として人
気のニュージーランド。映画『ロード・オブ・
ザ・リング』のロケ地であるウェリントンには、
映画・映像関係の資格が得られる学校
が複数あり、日本人留学生も増えている。
ガーディアンビザが取得しやすいため、親
子留学の留学先としても人気だ。農場の
生活を体験できる「ファームステイ」という
選択肢もあり、大自然に囲まれた環境で、
動物の世話や農作業を楽しみながら日常
の中で英語を学ぶこともできる。
ニュージーランドの人々が話すのは、イギ

リス英語の影響が強いキウイイングリッ
シュ。穏やかで控えめな人が多く、日本人
と似たところがあり、現地の人 と々打ち解
けやすいだろう。留学時の資格として、主
にIELTSのスコアが問われる。

「留学したい」という漠然とした思いを持っている方は、その思いをより

実現に近づけるために、まずは留学候補先の国の風土や国民性、文化

などについて知り、そこから留学先を絞っていくのはどうだろうか？　ここ

では、留学先として人気がある英語圏の5ヵ国の特徴をまとめた。留学

時に必要な資格試験も国により異なるので要チェックだ。

留学先の国選びに

各国の留学事情

iStock photo
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今号の留学特集では、抽選で合計12名様に、下に紹介する書籍＆グッズをプレゼントします。
下記の①から③の要領にてご応募ください。本特集の協賛各社から資料をお届けします。読者プレゼントコーナー

留学経験者・留学エージェンシーからのメッセージ

TOEFL® の iBT(Internet-based 

Test)に新しく登場したスピーキングで高得
点を取るための手引書。スピーキングテスト
の特徴や採点基準などを詳しく解説する。
 [テイエス企画刊、¥2,400（税別）]

ⒶTOEFL® TEST対策iBT
スピーキング（３名）

� 川端�淳司著

世界中で受けられている英語テスト
TOEFL®の中学･高校生版、TOEFL 

Junior® STANDARDテストの、国内唯
一の公式問題集。
 ［くもん出版刊、¥2,300（税別）］

ⒷTOEFL Junior® STANDARD 
テスト公式問題集（３名）

� Global�Communication�&�
� Testing　監修

駿台のノウハウを凝縮した究極の
TOEFL ITP®総合対策本。駿台が導き
出した出題ポイントと豊富な練習問題など
が入って、これ1冊で一気にスコアアップ！

[The Japan Times刊、¥2,600（税別）]

ⒸTOEFL ITP® テスト完全
制覇（３名）

� 村川久子　監修
� Sundai�Global�Club著

ネイティブが選んだIELTS頻出の語彙
をトピック別に学習できるワークブック。問題
文や例文の全てに訳と解説も付いてお
り、独学のみならず教材としても最適。
 [The Japan Times刊、¥2,500（税別）]

Ⓓ セ ル フ ス タ デ ィ IELTS 
必須ボキャブラリー（３名）

� Rawdon�Wyatt�著 ①インターネットをご利用の場合
ジャパンタイムズSTのサイト内の
https://form.japantimes.co.jp/st/
ryugaku201611 にアクセスして
フォーマット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 を ）、
〒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
abroad2016）までお送りください。

締 め 切 り：2016年
12月9日（金）必着 
＊当選者発表は発送
に代えます。

クラークのオーストラリア留学は、自分の英語力を事
前にチェックして、そのレベルに合わせたクラスで学べるので、自分のペー
スで徐々に力をつけることができます。常駐している日本人の先生にも日常
の悩みなどを気軽に相談できるので、ストレスなく勉強に集中できました！

� クラーク記念国際高等学校
� 豆田�茉莉那さん

自分の英語力に合わせた留学！

AFSの特徴は、グローバルコミュニティという特性上留学できる国が多
岐にわたること、ボランティアが支える営利を目的としないプログラムであ
ること、包括的な異文化学習プログラムとしてオリエンテーションや保護者
へのサポートが充実していることです。AFSの一員として、多様性に満ちた
世界で異文化理解を深めませんか？

公益財団法人AFS日本協会
AFSは異文化理解教育を推進します

総合教育機関ECCの留学部門。全国７オフィスで専任
カウンセラーが一人一人のご希望に沿った留学プランをご案内します。長年
の実績・経験に基づいた最適な提案と親身なサポートがECCのこだわり。
あなたの可能性を広げ、成長するきっかけとなる留学。その大切な機会をカ
ウンセラーと二人三脚で実りあるものにしませんか。

� ECC海外留学センター（株式会社ECC）
� 早藤�孝彦さん

最適な留学プランを提供するプロ集団

大変な事も楽しかった事もありましたが、今思えば一瞬
の出来事でした。当日は、バディはどんな子なのか？　期待と緊張が入り混
じった気持ちで待っていました。どうすればこの一週間を一緒に楽しく過ごせ
るか、必死に考えていました。バディのことで頭がいっぱいで、自分の緊張の
事などすっかり忘れていました。交換留学に挑戦して本当に良かったです。

� 立教英国学院
� 新名�莉果さん

ミレースクールとの短期交換留学

「留学成功」のカギとなる学校選び・出願準備を含め、
渡航まで留学カウンセラーが二人三脚でサポートします。入学に必要な試験
対策だけでなく、授業で必要となるアカデミック英語コースも提供していま
す。現地教育機関と強い信頼関係を築きあげてきたbeoだからこそできる留
学サポートで、実りある留学を共に実現させましょう。

� BEO株式会社
� 英語学習カウンセラー/金原�秀樹さん

実りある留学へのベストパートナー！

「すべてはIF留学から始まった」。多くのOB、OGから
聞くこの言葉から、留学での貴重な体験がその後の人生の糧となる事を確信
しています。IF日本事務局はアメリカ本部と密に連絡を取り合い、安心して
留学生活を送ることができるよう、きめ細かくサポートしています。皆さん
も１０ヵ月にわたるアメリカとカナダの生活を丸ごと体験してみませんか。

インターナショナル・フェローシップ日本事務局
� 事務局長/石月�洋子さん

アメリカ・カナダへの留学の夢実現

トフルゼミナールでは、英語圏への留学を目指す方を
対象とした本格的な留学講座を実施しています。レベル別のクラス編成はも
ちろん、留学に必要なTOEFL®TESTやIELTS(TM)対策の他丁寧な留学カ
ウンセリングで海外留学を成功へと導きます。提携大学も数多くあり、出願・
ビザサポートも行っています。

�トフルゼミナール留学センター（テイエス企画株式会社)
� チーフカウンセラー/加藤�芳明さん

トータルサポートで確実に留学を実現

実際、私も交換留学を経験した一人。16歳の夏、“How 
was your flight?”というホストファミリーの質問にとまどっていた私が、
半年後には英語で夢を見るほどに成長！英語力、忍耐力、積極性が身に付き
ました。高校留学は都市、公立/私立、出発時期などを考慮し、留学先を選ぶ
ことが大切です。まずはお気軽にご相談ください。

� ウインテック留学センター
� カウンセラー/鈴木�美穂さん

英語もメンタルも鍛えられる高校留学

将来につながる人間関係を構築し、4年間真摯に勉強に取
り組む。これを実現するために留学を決意しました。HIUCでは、英語力と同時に
エッセイや、プレゼンテーション能力など、海外の大学で必要とされるカレッジ
スキルが身につき、ブリティッシュコロンビア大学に入学した今、とても役に
立っています。同じ志を持った友人たちと切磋琢磨できたことも良い思い出です。

� HIUC�ヒューマン国際大学機構
� 後藤�将太さん

身につけたスキルが役立つ大学生活

カウンセラーである私自身、TOEFLのスコアを30点
から100点まで伸ばし、米国ＭＢＡ（特待生用）を取得しました。駿台では、
世界で活躍できる人材を育てるため、スコアが伸び悩んでいる方の問題を解
決します。40回以上受験したから知っている真のスコアアップの方法

『TOEFLストラテジー』を一度体験してみませんか？

� 駿台国際教育センター
� 山下�允睦さん

TOEFLスコアを伸ばす必勝法！

プレゼントの応募方法

□ GC & T (TOEFL Junior®)
□ 金沢工業高等専門学校
□ 立教英国学院
□ ECC海外留学センター
□ 公益財団法人AFS日本協会
□ クラーク記念国際高等学校
□ BEO株式会社
□ HIUCヒューマン国際大学機構
□ 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

□ 株式会社ヨーク国際留学センター
□ スイス公文学園日本事務局
□ ウインテック留学センター
□ 駿台国際教育センター

応募カード

5歳からずっとバレエを習っているので、トビタテに合
格したら海外でバレエのレッスンを受けたかったんです。留学中、大きなバ
レエ団のオープン教室で学べました。英語で指示がきて、よくわからないま
ま見よう見まねで乗り切りました。ホストファミリーとも色々話して仲良く
過ごしたので、英語力が伸びた気がします。

� 株式会社ヨーク国際留学センター
� 秋山�ゆいさん

バレエ団オープン教室で体験レッスン

留学先を選ぶ際に大事なのは、目的に合った場所や学
校を選ぶことです。スイス公文学園高等部（KLAS）は、文科省認定の在外教
育施設。海外大学に進学が可能な英語力が身に付くだけでなく、日本と同等
の高校卒業資格も得られます。さらに、世界60か国以上の留学生が集う“レ
ザン”ならではの多様な国際交流や寮生活を通じ、人間的な成長も見込めます。

� スイス公文学園日本事務局
� 事務局長/米山�宏さん

スイスにある日本人のための学校
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