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特集

大学進学－日本 VS 海外 あなたはどこで学ぶ？！

「トビタテ！留学 JAPAN」など、国をあげて海外留学を
支援している昨今、日本の大学在籍中に短期／長期留学
したり、大学卒業後あるいは社会人として数年仕事をし
てから海外の大学院に進学するケース、また、高校卒業
後の進学先としても日本だけでなく海外を視野に入れて
検討する方が増えています。今号では、日本人が留学先
として選択することの多いアメリカ・カナダ・イギリス・
オーストラリア・ニュージーランドの大学（学部課程）
について、Q & A 形式でご紹介します！

として求められる TOEFL や IELTS といった英語力判定テ
ストのスコア取得のために事前受験が必要です、また、
アメリカでは大学により SAT（大学進学適正試）のスコ
ア提出が必要な場合も。ただ、英語力に関しては、多く
の留学生にチャンスを提供するために、併設の ESL コー
スや語学学校から進学できるルートなどを設けている大
学もあります。
(*)一部の専攻では独自の試験やインタビュー有
Q. 学部や専攻を決めてから出願しなければならない？
A. 日本では基本的に学部や専攻を決めて出願・受験をす
るのが一般的ですが、アメリカ、カナダの学士課程では、
入学時に専攻を決める必要がなく最初の 2 年間は幅広く
科目選択することができ、3 年次になるときに専攻を決
定するというのが基本的な流れです。また、専攻を決め
て入学した後に変更も可能で、とてもフレキシブルです。
学士課程が 3 年間のイギリス（スコットランド除く）、
オーストラリア、ニュージーランドでは、専門分野のみ
でコースが構成されているため、コース・専攻を決めて
出願します。

Q. 日本の大学（学士課程）の期間は 4 年間だけど、こ
れらの国も大学の期間は同じ？
A. アメリカ、カナダは日本と同じ 4 年間（専攻により
異なる場合あり）。スコットランドを除くイギリス、オー
ストラリア、ニュージーランドは日本の高校２－３年生
にあたる時期に教養課程的な内容や希望する専攻の準備
クラスを履修するため、学士課程は専門分野のみで構成
され期間は 3 年間です。そのため、日本の高校卒業後、
学士課程に入る前にファウンデーションコース（準備コー
ス）の履修が必要になる場合もあります。スコットラン
ドにおける学士課程は 4 年間で、アメリカやカナダなど
の教育制度のモデルになったと言われています。

Q. 海外の大学ではどのようなことが学べるの？
A. 経営管理学、経営学、経済学、マネジメント、国際ビ
ジネス学、会計学、社会学、心理学、看護学をはじめ、
広告学、観光学、政治学、ジャーナリズム、アート、コ
ンピュータサイエンスなど多岐に渡ります。日本の大学
ではあまり目にすることにない専攻も多くあり、アメリ
カにおける PR 学（広報関連）は日本よりも発達してい

Q. 日本では 4 月入学・新学期開始が一般的だけど、海
外の大学はいつ入学できるの？
A. アメリカ、カナダ、イギリスは、9 月と 1 月に入学で
きる大学が多いです。そのほかに、大学が採用している
学期制度によっては、3 月や 4 月の入学も可能です。オー
ストラリア、ニュージーランドの新学期は 2 月。ほとん
どの大学・専攻コースでは 2 月のほか、7 月にも入学で
きるようにしています。
Q. 海外の大学では、日本のような入学試験はある？
A. 日本の場合は推薦入学などを除き多くの方は入学試験
を受験しますが、海外の大学に出願する場合は試験はな
く、書類審査によって決定されることがほとんどで、高
校の成績や英語力、エッセイなどから判定されます (*)。
ですので、入学試験そのものはありませんが、必要書類
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る学問で、アスレチックトレーナーを目指す方向けの専
攻も人気。また、ニュージーランドではワインメイキン
グ関連で学士号取得できるコースもあります。日本のよ
うに偏差値による大学のランキングがないため、大学名
だけで進学先を選ぶことはありません。
Q. 海外の大学に進学した場合、どのような滞在方法がある？
A. ほとんどの国の大学では、学生寮に滞在することがで
き、ホームステイのオプションがある場合も。アメリカ
やイギリスでは全寮制の大学が多く、特に入学 1 年目は
寮滞在を義務づける大学もあります。
Q. 海外の大学に進学…、興味はあるけど学費はどのくら
いかかる？
A. 進学先の国や大学により異なりますが、例えばアメリ
カの州立大学における留学生の授業料、寮費・食費、雑
費の平均が US$23,000（1 学年間）程度、私立大学は US
$27,000 から US$52,000 程度と幅があります。IYEO で
は学部課程で返済不要の奨学金が支給されるプログラム
をご案内しており、授業料・寮費・食費の 1 学年間の自
己負担合計が US$15,000 程度になる優良大学も多く参加
しています。また、高校卒業後に海外大学進学者向けに
国の方でも返済不要の奨学金制度を開始しており、この
2 つを併用することも可能。より海外進学を実現しやす
くなっています。

夏、IYEO 広島デスクにて他参加者と一緒に。右が山根さん

すい環境でした。大学のある地域は本当に何もなく、車
がないと大学敷地内にいるしか選択肢がないというほど
田舎で勉強するのにとても適した環境です。１学期中は
勉強面には特に問題ありませんでしたが、生活面でルー
ムメイトと色々問題があり、部屋を変えることになりま
した。入学した当初からコミュニケーション専攻で始め
ましたが、なんと今では数学も加え、コミュニケーショ
ンと数学のダブル専攻をしています。あまり聞くことの
「返済不要の奨学金」についてもっと知りたい！という ない組み合わせでその組み合わせで何をするのとみんな
方は… お気軽に IYEO 各地相談デスクにお問合せ、資料 に聞かれますが、アドバイザーから「コミュニケーショ
をご請求ください。
ンか数学どっちかに絞れないならどっちも専攻したらい
い。あなた次第だけど、将来人より２倍の選択肢がある。」
と言われ、今はまだ将来何をしたいか決まってない私に
今すぐ知りたい！
とってはとても強い言葉になりダブル専攻することにし
2018 年アメリカ大学奨学金留学
ました。
/カナダ・アメリカ高校留学
冬休みを挟んでの２学期はダブル専攻を決めたこともあ
り、勉強で精一杯で睡眠時間３時間という毎日が続いた
お気軽に IYEO ホームページより
週もありました。特に大変だったのが英語の授業です。
資料をご請求ください。
授業登録に１日遅れただけで１学期目に取った教授の授
URL http://www. iyeo.org
業が人気で（課題が少なく簡単なので）もういっぱいで
お問合せは、IYEO 各地デスクまで
取れず、全く知らない教授の授業を取ることになりまし
フリーコール 0120 － 52 － 9686
た。他の教授の英語の授業とは全く異なり２０ページの
論文の課題が出たり、とにかく毎週毎週課題で追われて
いました。でもそのおかげで他の授業の小論課題はたん
次回は、2018 年 3 －４月予定！
たんとでき、好評価ももらえたので今考えたらそのクラ
スに入ってよかったと思っています。
また、この学期はプレゼンテーションが特に多く、期末
試験はプレゼンの練習やプロジェクトの課題で、グルー
プで集まることが多く効率よく勉強するのが難しかった
ですが、睡眠時間を削ってでもなんとかやり遂げました。
勉強だけではなくて、息抜きとして春休みには友達３人
でフロリダへ旅行に行ったり、サンクスギビングの連休
にはアメリカ人の友達の家にお邪魔になったりとアメリ
山根結衣さん（IYEO 広島デスク）
カならではの生活もしっかり楽しみました。そして１、
University of Wisconsin-Superior 在籍
２学期どちらとも楽しみのひとつとしてスキューバダイ
ビングの授業を取り、２学期目には資格を取ることもで
ご無沙汰しております。
きました。
University of Wisconsin- Superior に在学中の山根結衣です。
連絡遅くなりましたがようやく１年を終えたので報告い １学期は１６単位、２学期は１８単位、どちらもオール
たします。吉川さん (*IYEO 理事長) に言われていた通り、 A で終了することができ、大変でしたが充実した１年に
一言で言うととても大変な１年でした。私が通っている することができたと思います。今のところは専攻を変え
大学は留学生が非常に多い大学で、私の入学した代はさ たり、転校する予定は全くなくこのままド田舎の平和な
らに多かったのですが、留学生はみんなとてもフレンド 町で頑張っていく予定です。
リーで優しく、オリエンテーションからとても馴染みや

無料説明会

【アメリカ大学奨学金留学】
参加者報告
オール A で初年を終了！！
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【Academic Year in Canada】

～なんでもランキング～

Langley Secondary を卒業しました！

比較！ THE・世界大学ランキング＆

世界大学「評判」ランキング

内間木祐奈さん（IYEO 札幌デスク）
Langley Secondary 在籍
2015 年にカナダ BC 州ラン
グレー市にある Langley Sec
ondary に 11 年生として入
学、今年無事に卒業するこ
とができました。途中、卒
業に必要な単位取得がどう
なるか…という状況になり
みんなに心配かけましたが
（すみません！）、本当に
体当たりの留学生活だった
と思います。素敵なホスト
ファミリーとも出会え、私
卒業式
ホストペアレンツと一緒に
のことを「自分たちの日本
の娘」と言ってくれるほど。
この留学経験は私の財産です！

連載

Winter 2017

世界のお祭り第 3 回

マディグラ（シドニー、オーストラリア）
第 3 回目はオーストラリアからマディグラをご紹介。
毎年２月から３月初めの３週間に渡り、世界最大級の同
性愛者のフェスティバル、マディグラが行われます。３
月第１土曜日に行われるお祭りのクライマックスのマディ
グラ・パレードでは、カラフルに着飾った参加者が、歌
や踊り、山車などを駆使した華やかなパレードがシドニー
の中心街において繰り広げられます。
虹色の旗がシンボルとなっ
ているこのお祭りはレズビ
アン、ゲイ、バイセクシャ
ル、トランスジェンダー、
同性愛者、インターセック
ス（頭文字をとって LGBT
QI）のコミュニティーの認
知度を上げることで、同様
のパレードは、シドニーだ
けでなく、オーストラリア
の他の都市や他国でも開催
されています。
過去にジョージマイケル、
シンディーローパーなど、
ATM も虹色の装い
多くの世界的なアーティス
ト達も参加しています。
オーストラリアでは今年１１月に同性愛者同士の結婚を
法律で認めるか否かの国民選挙が行われ、賛成票が多数
で可決されました。続いて１２月７日には国会での法案
も決議され、正式に同性愛者の結婚が認められるように
なったばかりです。
次回 2018 年のマディグラは、さらに盛大なものになる
のではないでしょうか。

News Avenue 39 号で Times Higher Education 社（以下 THE）
の「世界大学評判ランキング 2017」をご紹介しましたが、
このランキング発表の 3 か月後に「世界大学ランキング
2018」の発表がありました。様々な第三者機関が高等教
育ランキングを作成、発表していますが、THE はもっとも
権威があるランキングとして知られており、海外の大学進
学を考える際、参考にされることが多いため、今号では、
THE によるこの 2 つのランキングについて 2017 年の順位
比較および評価指標をご案内します。

Times Higher Education 社版ランキング比較 TOP 5
順位
1
2
3
4
5

世界大学ランキング(2017 年 9 月発表)
オックスフォード大学（イギリス）
ケンブリッジ大学（イギリス）
カリフォルニア工科大学（アメリカ）
スタンフォード大学（アメリカ）
マサチューセッツ工科大学（アメリカ）

順位
1
2
3
4
5

世界大学「評判」ランキング(2017 年 6 月発表)
ハーバード大学（アメリカ）
マサチューセッツ工科大学（アメリカ）
スタンフォード大学（アメリカ）
ケンブリッジ大学（イギリス）
オックスフォード大学（イギリス）

2017-2018 アジアに絞ったランキングはこちら！
（ ）内は前回順位
世界大学
ランキング
順位

シンガポール国立大学

22 位（24）

世界大学
評判ランキング
順位

27 位（26）

北京大学（中国）

27 位（29）

17 位（21）

精華大学（中国）

30 位（35）

14 位（18）

東京大学（日本）

46 位（39）

11 位（12）

京都大学（日本）

74 位（91）

25 位（27）

【THE・評価指標】
世界大学ランキング
教育（研究者による評価、教員あたり博士授与数など）・
論文引用・研究（研究者による評価、教員当たり研究収入、
教員あたり論文数など）・国際（外国人教員比率、外国人
学生比率）・産学連携を指標として評価。
世界大学評判ランキング
「世界大学ランキング」の評価指標のうち、「教育」と
「研究」に関して教員相互の大学評価にのみ焦点をあてた
もの。この結果が、例年 9 月に発表される「世界大学ラ
ンキング」に反映されています。
THE では、大学について 2 つのランキングを発表してい
ますが、評判ランキングの評価も含めた総合的な評価ラン
キングが「世界大学ランキング」。こちらをチェックする
ことでより幅広い評価を確認することできます。日本のトッ
プ大学・東大は今回順位を下げてしまいましたが、さて、
来年はどうなるでしょう？！
ランキングの出典：THE Higher Educations Rankings
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活動報告＆お知らせ

みなさんは自分が住んでいる県の高校生がどのくらい海
外に留学しているか、想像したことがありますか？
文科省の調査によると長期留学(3 か月以上)をした高校生
は 4,197 人で、前回調査(2015 年度)の 3,897 人から 30
0 人増加したとのことです。
行き先は 42 か国、アメリカがもっとも多く 1,245 人、
次いでニュージーランド 833 人、カナダ 791 人、オー
ストラリア 515 人でした。

8 月～
2017 奨学金プログラム参加者出発、アメリカ各地大学
にて就学開始
8 月末～
2017 AYJ 日本高校体験留学プログラム参加者来日、
広島・福岡・宮崎にて就学開始
9/2 ～ 9/11
福山平成大学アスレチックトレーナーセミナー
(Sports Medicine Australia -キャンベラ) (広島)
■留学割合ベスト 10 (2015 年度)
10/28
1 位 福井 2 位 東京 3 位 大阪 4 位 京都 5 位 富山
アメリカ大学奨学金プログラム無料説明会・追加開催(札
幌)
6 位 新潟 7 位 茨城 8 位 滋賀 9 位 神奈川 10 位 岡山
10 位以下は広島、佐賀、兵庫、千葉、岐阜、石川と続く。 10/24 ～ 27
広島経済大学「第 6 回国際スポーツサロン」
いずれも 100 人に１人は留学を経験していることがわか FIFA ワールドカップ 2018(ロシア)大会組織委員ダニエル・
りました。
ルプフ氏講演協力(広島)
11/11
都道府県内の高校生全体に占める、長期・短期あわせた トビタテ！留学 JAPAN プログラム説明会 ＠札幌日本
大学中学高等学校(札幌)
留学生数最多は福井県。平成 27 年度の高等学校等生徒 2 11/25
万 3,468 人のうち 2.07 ％にあたる 485 人が長期、ない 第２４回熊本国際交流祭典 パネル部門参加（IYEO の紹
しは短期留学をしている。 福井県は、留学生割合が全 介、活動報告など）(福岡)
国トップレベルであることについて「福井県各課・機関 12/9
IYEO 総会(IYEO 本部 広島にて) *写真下：総会にて撮影
および各学校の取組みの成果によるものと考える」とコ
メント。留学生喚起のため、県としては希望者対象の留
学説明会の実施や、県内の高校 2 年生を毎年 100 人海外
へ派遣する「福井県高校生海外語学研修」を実施してい
るという。
また、高校生の留学を後押しするため、文科省はホーム
ページ内で「保護者のための 10 代留学ガイド（www.tob
itate.mext.go.jp/parents/index.html）」を作成。進級や進
学、奨学金、渡航先などの不安点について理解し、心理
的な敷居を下げてもらおうと努めています。

編集後記
2017 年、残すところあとわずか。オーストラリアではクリスマス一色です。ご存知のようにこちらの季節は
夏。「クリスマスが暑いというのは、何とも雰囲気がでないですよね」とよく言われますが、在住 10 年目を
過ぎたころ、初夏の日差しと風を感じるようになってきたある朝のこと「あ、クリスマスの季節だな…」と思っ
た自分をやっとローカルになってきたな、と客観視したのを思い出します。日本の年末商戦ごとく、みんなプ
レゼントの買い物やクリスマスランチ（暑いのでイブのディナーではなくてクリスマスデーのランチが通常で
す）の買い出しや、忘年会に準ずるクリスマスパーティーなどで 1 年でもっとも忙しい月を過ごした後、クリ
スマスイブは、まるで日本の大晦日のように全てが静まり、クリスマスデーには元旦のように、カラッと快晴
の空のもと、家族や親戚とのクリスマスブレックファースト、ランチ、ディナーとお祝いをします。元々の意
味は異なるにせよ、お世話になった人に感謝したり、家族と飲めや食えやの楽しい時を過ごしたり、1 年の締
めくくりに人との繋がりを大切にするという習慣は、私たちを人間らしく保っているのではないでしょうか。
皆さん、素敵な年末年始をお過ごしください。
IYEO パース 竹沢
季刊誌

編集
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