
 
2022年度【セメスター】【短期大学】留学費用概算表

2022年4月12日の為替レート採用料金
（実際の金額は、渡航時期の現地大学の授業料、為替レートにより変動します）

国名

都市名

留学先

学校概要

写真

URL

留学期間

時間数

合計

アルバカーキー ポートランド

ニューメキシコ大学 ポートランド州立大学

アメリカ南部の州でありメキ
シコに接している。年間300
日晴れ、高地で夏涼しく自然
災害がすくない。スペイン文
化を色濃く残すオールドタウ
ンがアメリカ人にも観光地と
して人気。約800エーカー
（東京ドームｘ70個分）の
広大なキャンパスの中にESL
センターと学生寮がある。ス
ペイン語が通じる人が多い。

アメリカで最も住みやすい街と
いわれているオレゴン州の州
都。治安も良い。また、気風と
リベラルな雰囲気にあふれ若者
文化の聖地ともいわれる。大学
はダウンタウン内にあり、学業
以外の時間も楽しめる。
路面電車や自転車で移動でき交
通の便も便利。快適な都市型生
活を送ることができる。

https://celac.unm.edu/
https://www.pdx.edu/english-language-
programs/academic-english-program

¥1,660,000
前期：\2,950,000
後期：\3,117,000

（後期のみ留学可）
8月中旬～12月中旬
（秋学期:17週間）

（前期に留学する場合：19週）
春学期：2022.3月下旬～6月中旬

(11週)
夏学期：6月下旬～8月中旬

(8週)

（後期に留学する場合：22週）
秋学期：2022.9月中旬～12月中旬

(11週)
冬学期：2023.1月上旬～3月下旬

(11週)

週20時間 週18時間

https://www.uregina.ca/esl/
https://www.tru.ca/truworld/short-

term/open-programs.html

https://www.cqu.edu.au/international-
students/english-and-

pathways/cquenglish/brisbane

https://www.swinburne.edu.au/courses
/find-a-course/education/english-

language-skills/

https://www.aut.ac.nz/international/inte
rnational-house-english-language-school

https://www.lincoln.ac.nz/study/study-
programmes/english-language/

ニュージーランド ニュージーランド

レジャイナ大学 トンプソンリバース大学 シーキュー大学
Central Queensland University

スウィンバーン工科大学 オークランド工科大学
(AUTインターナショナルハウス）

リンカーン大学

レジャイナ カムループス ブリスベン メルボルン オークランド クライストチャーチ

サスカチュワン州の州都
（バンクーバーから飛行機
で２時間半)。大学はダウ
ンタウン隣のワスカナ・セ
ンターに隣接している。
1911年創立のレベルの高
い州立総合大学。学費が
リーズナブルで文化体験や
カンバセーションパート
ナー制度あり。
素朴なホームステイファミ
リーとの滞在も毎回好評。
光華と長い交流の歴史あり

ブリティッシュコロンビア州
のカムループスはワインや
ツーリズムなどで有名なカナ
ダ有数の観光都市。毎年多数
のフェスティバル・イベント
が開催されゴルフコースも多
数。町からキャンパスへの交
通の便もよい。比較的小規模
な大学。日本人スタッフ在中
学生数14000人（留学生
数：3400人）
バンクーバーから飛行機で
45分
ESLのレベル分けテストが難
解で実力より低いクラスに分
けられることがあるので出発
前にTOEFLもしくはIELTS
の受験を推奨。

春学期と秋学期：21時間/週 20時間/週 20時間/週
週20時間

(週５時間の自習Eラーニング
別途必要）

23時間/週 週20時間

（前期に留学する場合）
春学期5月上旬～7月下旬

13週間×1学期

（後期に留学する場合）
秋学期9月上旬～11月下旬

13週間×1学期

5月上旬～8月上旬（14週間）英
語コース：20時間/週

もしくは
秋学期：9月上旬～12月中旬

（14週間)
＋

ボランティア or バディプログラ
ム or 特別プログラム：20時間）

（前期に留学する場合）
春学期：2022 5月下旬～9月上旬

(15週)

（後期に留学する場合）
秋学期：2022.9/12～12月下旬

(15週)

2022年夏以降、現地へ留
学できる可能性はあるが、
2022年のﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ概要はま
だ発表されていない。この
数値は2019年のものを引

用。

(前期に留学する場合）
4月上旬～７月中旬

（15週）

（後期に留学する場合）
９月下旬～１月下旬(15週）

（２週間ホリデー含む）

(前期に留学する場合）
4月下旬～8月上旬　15週間

（2週間ホリデー含む）

（後期に留学する場合）
９月上旬～1月中旬　17週間

（４週間ホリデー含む）

※上記費用には、航空券代金、個人的生活費（食費を除く）などは含まれておりません。

¥984,120 ¥1,700,000 ¥1,064,000 ¥1,190,000 ¥1,200,000 ¥1,130,000

オーストラリア第三の都市。近代
的な建物とビクトリア時代の歴史
ある建物が混在している。市内で
は高層ビルの間に水と緑の風景が
あり、郊外には美しい高原や国立
公園、巨大な山脈や広大な平原が
広がる。ロックハンプトンなどに
もキャンパスがあるが、2022年
よりEAPクラスのみ開講の予定。
（EAPクラスへの参加条件は
IELTS5.0以上=英検２級以上相
当）

キャンパス内に位置する電
車の駅からメルボルンシ
ティ駅までは約10 分とい
う好立地にある都市型の大
学。治安の良いホーソンエ
リアに位置し、大学の周り
は多くのお店やレストラン
で賑わう学園都市。メルボ
ルンにキャンパスを構え、
20,000人以上の学生が学
んでいる。マレーシアにも
キャンパスを置き、グロー
バル規模で教育を提供して
いる。

NZ最大の都市オークランド
にある国立オークランド工科
大学（AUT）付属の語学セ
ンター。 海外での教師経験
のある先生が揃っており質の
高い授業で定評がある。
オークランドはCity of
Sail(帆の街）と呼ばれ、南半
球最大のヨットハーバーのあ
る港町。街のシンボルである
スカイタワーを中心に都会的
な街並みになっている。しか
し、街を離れるとそこには牧
草地帯が広がるのんびりした
NZらしい風景がひろがる。
大学は街の中心部にあり周り
にはカフェやレストランなど
も多く便が良い。

リンカーン大学は1800年代に
創立された農業学校を前身と
し、今も農学・畜産関連、園芸
学、バイオテクノロジーなどの
分野が強い。大学の場所は、ク
ライストチャーチから南に車で
20分ほど。リンカーン大学の
スタッフは英語が不慣れな学生
の事を気にかけてくれる。
今まで派遣した学生は全員素晴
らしいホームステイと学校から
の手厚いサポートの得、満足し
た留学生活を送ることができ
た。大学近辺は羊も多い広大な
敷地や豊かな一軒家も多く、大
学にて独自のワイナリーも所有
している。

カナダ アメリカ オーストラリア

https://celac.unm.edu/
https://www.pdx.edu/english-language-programs/academic-english-program
https://www.pdx.edu/english-language-programs/academic-english-program
https://www.uregina.ca/esl/
https://www.tru.ca/truworld/short-term/open-programs.html
https://www.tru.ca/truworld/short-term/open-programs.html
https://www.cqu.edu.au/international-students/english-and-pathways/cquenglish/brisbane
https://www.cqu.edu.au/international-students/english-and-pathways/cquenglish/brisbane
https://www.cqu.edu.au/international-students/english-and-pathways/cquenglish/brisbane
https://www.swinburne.edu.au/courses/find-a-course/education/english-language-skills/
https://www.swinburne.edu.au/courses/find-a-course/education/english-language-skills/
https://www.swinburne.edu.au/courses/find-a-course/education/english-language-skills/
https://www.aut.ac.nz/international/international-house-english-language-school
https://www.aut.ac.nz/international/international-house-english-language-school
https://www.lincoln.ac.nz/study/study-programmes/english-language/
https://www.lincoln.ac.nz/study/study-programmes/english-language/


【セメスター】【短期大学】留学費用概算表  
 2022年4月12日の為替レート採用料金
（実際の金額は、渡航時期の現地大学の授業料、為替レートにより変動します）

国名

都市名

留学先

概要

写真

URL

留学期間

時間数

滞在先

合計 ¥540,000¥792,000 ¥816,000

0.097韓国

ソウル

慶熙大学

　（前期留学）3月下旬～８月下旬
（後期留学）9月下旬～2月下旬

週20時間

大学寮（食事なし）

　（前期留学）
3月中旬～８月下旬

（後期留学）9月上旬～2月中旬

週20時間

大学寮（食事なし）

台湾

台北

東呉大学

（秋学期）
9月上旬～11月下旬

(159時間）

（冬学期）
１2月上旬～3月上旬

(159時間）

週15時間

学生寮（2人部屋）
※4人部屋（2人部屋の半額）もあり

韓国

ソウル

梨花女子大学

https://iie.khu.ac.kr/jp/bbs/content.php?co_id=a_101 http://www.ewha.ac.kr/ewhaen/index.do http://mandarin.scu.edu.tw/index.php/en/

慶煕大学校は数ある大学の中でも、特に韓国語
教育に力を入れている名門大学。ソウル特別市
にあり、外国人向け韓国語コースを抱えた語学
堂が授業の質の高さで有名。また世界１００ヶ
国から韓国語を学びにくる若者が集まり、留学
生も多い。留学生が韓国人学生1人とペアにな
り語学学習、生活支援をするトウミ制度があ
る。

梨花女子大学校は通称「梨大（イデ）」よば
れるミッション系の女子大学。韓国初の女子
大として有名、また女子大として規模はおお
きく1万5千人を超える。大学近くには学生
街があり、女子大生向けの店などが多く楽し
める。韓国語教育院は1962年に設立、
1988年から先導的に外国語としての韓国語
教育を開始した。

1945年に建設の台北市にあるミッショ
ン系総合大学。。また、日本語文学科は
日本語教師養成で有名。付属のChinese
language centerではクラス最大12名
の少人数制で口語の中国語も含め、中国
語をまなぶ。

https://iie.khu.ac.kr/jp/bbs/content.php?co_id=a_101
http://www.ewha.ac.kr/ewhaen/index.do
http://mandarin.scu.edu.tw/index.php/en/

