ブリッジ･プログラム
派遣留学Ｃ【外国語学部生対象】

協定大学の紹介
《2021 年度秋学期留学開始分》

留学月間報告書閲覧システム
京都外大 Web Campus では、留学経験者や現在留学中の学生の様子がわか
る「月間報告書」を閲覧することができます。最新の留学情報の収集に大い
に役立ててください。

京都外国語大学
国
際
部

はじめに
留学するためには、何よりも初志を貫徹する強い意思と明確な目的意識が必要となります。そこで、
「なぜ留学するのか」
、
「自
分の将来のために本当に留学が必要か」を改めて考えてみてください。明確な目的意識があれば、留学先で困難にぶつかっても、
それを乗り越えることができるでしょうし、最初の志を思い出してそれに向かって頑張ることもできるでしょう。また、留学の
時期はいつ頃が適切か、教職課程等との兼ね合いや就職活動への影響なども認識した上で、本当に留学するのかどうかを考えて
みてください。
漠然とした「留学したい」という夢を「留学する」という確固たる意思にするために以下の点を参考にして、今一度皆さんの
留学への「覚悟」を確かめてみてください。

1.

目

的

なぜ日本ではなく外国の大学で学びたいのかを考えてみてください。何となくその国の言語や文化に触れたいというだけ
であれば、わざわざ時間とお金をかけて留学しなくても、他の方法で実現できるはずです。その大学へ留学して自分が何
を勉強したいのか、明確な目的を持つことが重要です。
2.

語学力
留学先大学の学生と同様に授業を受けるためには、十分な語学力が必要となります。語学力は留学すれば自然と身につく
ものだと考えるのではなく、留学するまでに求められる十分な語学力を備えておかなければなりません。

3.

経

費

留学先大学の学費、生活費、航空運賃、準備にかかる費用など、留学にかかる全体的な費用を把握し、しっかりとした資
金計画を立てなければなりません。
4.

一般的な知識
留学すると、生まれ育った国の歴史、政治や経済などについて説明を求められる機会が多くあると思います。語学力はあ
るけれども知識がないために、尋ねられても答えられないということは、留学経験者からよく耳にする話です。普段から
新聞などを読み、留学先の言語で説明できるようにしておいてください。さらには、留学先の人々とよい関係を築くため
にも、留学する国の歴史、教育制度、社会、政治、経済などの知識を事前に得ておくことも大事なことです。
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ディーキン大学

ディーキン大学
Deakin University/Melbourne VIC, Australia
【基本データ】
●大学名：ディーキン大学（Deakin University） ●設立：1974 年（公立）
●所在地：ヴィクトリア州メルボルン
●学生数：約 61,200 人（留学生比率 23%）
●大学付属語学コース：留学生平均 700 人在籍（2019 年：Burwood と Geelong Waterfront キャンパス合計人数）2020
年 8 月現在はインテイク毎に 350 人の留学生が在籍（DUELI オンラインコース）

【特徴】
スポーツ、文化、教育のどの分野でも充実するヴィクトリア州。世界で最も住みやすい街としてよく知られているメルボル
ンでは、一年を通して様々なイベントが行われ、ヨーロッパからの移民が多く、また路地に広がる多くのカフェでも有名で
す。そのメルボルンから近郊に位置する Deakin 大学は、生徒への学術面、生活上でのサポートに非常に力を入れてお
り、生徒からの評価が高く The Good Universities Guide の満足度で常に 5 つ星を獲得しています。また世界的に有名な
ARWU ランキングでは、世界の大学のトップ 1％にランキングされています。
ディーキン大学は 40 年も前からディスタンスラーニング（遠隔教育）を行っており、豊富なオンラインコースを提供してい
ます。そのため、今回の事態でオンライン授業に切り替えられた際にもスムーズに対面授業からの移行が行われ、学生
からもポジティブなフィードバックを受けています。授業外の課外活動では「ランチタイムトリビア」、「キーピングヘルシ
ー」、「コーヒーキャッチアップ」など学生同士で関わりあえる機会や、学生サポートのスタッフと話ができる機会を定期的
に設けています。

【カリキュラム・費用】
① 1 学期目：英語コース 「進学英語コース/The EAP pathway」
プログラム名

② 2 学期目：学部の授業 「正課科目 / Academic Regular Courses」
※英語コース 1 学期間でディーキン大学の学部への進学基準を満たさない場合は、1 学期間で留学を終
了することになります。
① 週 20 時 間 授 業 +5 時 間 自 習 （ Report writing/Essay writing/Research skills/Critical
thinking/Effective listening and note-taking skills/Oral presentations and learning to actively
participate in group and classroom discussions/Study skills）/アクティビティー（不定期）
② 3 科目または 4 科目の履修

内容

※一部の学部の授業には、履修の条件・制限が設けられている場合があるので、全ての学部の授業
を履修できるとは限りません。
※渡航後、学部授業開始前に大学の Study Abroad チームに相談して履修内容を変更・確定するこ
とができます。
※3 科目か 4 科目の希望の科目数の履修が可能ですが、京都外国語大学の奨学金の範囲は 3 科目
までなので、差額が生じる場合は自身の負担となります。

期間

約 10 ヵ月 （予定）
① 2021 年 ・8/16-9/17（5 週） ・9/27-10/29（5 週） ・11/8-12/10（5 週）

2022 年 ・1/10-2/11（5 週）
※オリエンテーションは 2021 年 8 月 12 日
② 2022 年 ・2 月下旬～6 月上旬から中旬
●1 Day Surf Trip を含む人気の 2 泊のビーチオリエンテーションがコース開始前に行われます（希望者
有料オプション：AUD180）。
（2022 年度日程未発表。テスト終了日は受講科目によって異なります。）

授業料

宿舎

●授業料：
語学 週 445 ドル（Burwood キャンパス）×20 週間=8900 ドル
週 385 ドル（Geelong キャンパス）×20 週間=7700 ドル
週 350 ドル(オンラインの場合)×20 週間＝7000 ドル
正規科目
8040 ドル（3 科目の場合）
10720 ドル（4 科目の場合）
※正規科目の授業料はオンライン・対面共に同一です。
※上記費用は 2021 年の金額です。2022 年度には変更の可能性があります。
【Burwood Campus】
学生寮（個室・食事なし・AUD350/週）又はホームステイ （個室・週日週末とも 3 食付・AUD329/週）
【Geelong Campus】
学生寮（個室・食事なし・AUD315/週）又はホームステイ （個室・週日週末とも 3 食付・AUD315/週）
滞在手配料：250 ドル 空港出迎え料：無料
ホームステイ平均通学時間 30～40 分程度（市内交通機関利用）
※Geelong キャンパスでは、語学期間中はホームステイのみの滞在となります。
※学生寮は空き状況により入居できない場合があります。学生寮を希望の方は早めにお知らせ下さい。
※上記費用は 2020 年度 8 月現在確認の料金です。予告なく変更される場合もありますのでご了承下さ
い。
●キャンパスはメルボルン市内からも便利な Burwood キャンパス、自然溢れる Geelong Waterfront キャ
ンパス、Geelong Waurn Ponds キャンパス、Warrnambool キャンパスから選ぶことができます（英語コー
スは Burwood か Geelong Waterfront キャンパスから）。
●Deakin 大学付属語学学校はオーストラリア国内にある大学付属語学学校の中で学生満足度において
最高位を獲得しています。
●正規科目受講期間中は滞在先を学生寮、ホームステイからいずれか選ぶことができます（学生寮は
空き状況による）。

参加メリット

●Burwood キャンパスは現代テクノロジーの恩恵を受けた近代的な校舎が集まり、細部に至るまで学生
が就学に集中できる環境を整えています。
●ビーチ傍にある Geelong Waterfront キャンパスはディーキン大学の中でもっとも新しいキャンパスとし
て知られています。
●英語コース専用の図書館があり、英語を上達させるためのセルフラーニング施設が充実しています。
●Deakin 大学の留学生サポートは手厚く、留学期間中安心して勉強に専念することができます。
●文化やアートの中心として、多くの海外観光客だけでなく国内旅行者も訪れるメルボルンに位置してお
り、都市的な魅力とオーストラリアらしい大自然が調和した環境で就学できます。
●プログラム内容・費用・日程は変更になる場合がありますので予めご了承下さい。

備考

●Covid-19 の状況によってはオンライン留学となる場合があります。オンラインでも他の学生と関わるこ
とのできるアクティビティを豊富に開催しています。アクティビティやイベントについての参考リンクはこちら
を参照ください。
（DUSA イベントカレンダー https://dusa.org.au/event-calendar/）
（DUELI Facebook page https://www.facebook.com/DeakinEnglish）

【留学目安費用（約 10 ヵ月）】
項目
航空券
海外旅行傷害保険
授業料
学生保険料
学生費（施設利用料等）
テキスト・学用品
宿舎費
宿泊・空港出迎え手配
食費
交通費
教養・娯楽

総費用

費用
92,000 円～115,000 円
93,000 円～137,000 円
0円
46,500 円
0円
3,000 円～50,000 円
1,030,000 円～1,250,000 円
21,500 円
0 円～300,000 円
0 円～100,000 円
100,000 円～300,000 円

備考
燃油費・諸税が含まれます。
本学指定（10 ヵ月分）
本学から奨学金として支給
全期間を通しての強制学生保険

ホームステイで 40 週間滞在の場合。
帰国時の空港までの見送りは含まれません。
ホームステイの場合、宿舎費に含まれます。
交際費等

1,386,000～2,320,000 円

追記事項※学生寮に空きがない場合はホームステイとなりますのでご了承下さい。
※為替換算レート AUD$1=\80（2020 年 8 月現在）
※各費用は 2020 年 8 月現在のものであり、変更になる場合があります。

