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各国の教育制度と留学事情 
 

 

 

イギリスの教育制度について  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学校の 1学年は通常 9月の終わりから 7月の終わりまでです。その後、約 2ヶ月の夏休みがあります。 

イギリスの教育制度  
義務教育  Primary School Secondary School  

高等教育  6th Form College University Postgraduate Studies 

 

Primary School 5歳から 11歳  

 

 

 

 



 2 

 6年間  

 1年生と 2年生は Infants と呼ばれます。  

 3年生から 6年生は Juniors と呼ばれます。  

イギリスの義務教育は５歳から始まります。1年から 6年まで試験無しで進学できますが、7歳の時に

能力テストがあります。これは暗記による学習ではなく、能力を見出すことに重点がおかれています。

生徒は、英語、数学、化学、歴史、地理、音楽、体育などの基礎学科を学びます。 

Secondary School 11歳から 16歳  

 5年間  

 7年生からは form と呼ばれます  

 10年生 (4th form) から 9～10科目の GCSEの勉強を始めます。  

 11年生 (5th form) で GCSE を受験  

11歳になると始まる 5年間の中等教育です。学年は｢フォーム｣と呼ばれ、Primary Schoolで学んだ

ことをより深く学習し、外国語などの科目も増えます。4年目には the General Certificate of 

Secondary Education(GCSE)と呼ばれる試験の準備が始まります。9～10科目の GCSE を受験し

ます。 

A Levels at a Sixth Form College 16歳から 18歳  

 2年間  

 はじめの 1年目は Lower Sixth、2年目は Upper Sixth  

 3～4科目のＡレベル試験準備を始めます。  

 1年目の終わりと 2年目の終わりに受験する試験に基づいて、Ａレベル最終成績（グレード）

が決まります。  

GCSE受験後は就職したり、希望職種によっては専門学校で学びます。 また、A レベルと呼ばれる

大学入学試験の準備の為に更に 2年間勉強を続けるなどの選択があります。大学進学を希望する

生徒は A レベルの試験を 3～4科目受けます。試験準備は Sixth Form College として知られる特

別な学校で行われ、A レベルの点数が高いほど志望大学に入学できる可能性も高くなります。 

Bachelors Degrees 18歳以上  

 3～4年  

 1年は 2～3の学期制です。  

 大学卒業後は学士号が授与されます。  

 卒業時は最終試験を受けることになります。  
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イギリスではリベラルアート、または社会科学の分野で学士号を取得できます。通常３年間で、その間

に専門分野を学習します。通常、卒業時には最終試験を受けることになります。入学するためには、

留学生の場合十分な英語力（IELTS 6.0以上）、ユニバーシティ・ファンデーション･イヤーの成績、ま

たは A レベルの点数が必要です。 

Masters, MBAs and PhDs 21歳以上  

 1～2年間  

 修了時に修士号、またはＭＢＡ取得  

 卒業するには専門分野の研究と卒業論文、最終試験  

 大学院修了後は博士課程へ進むことも可能  

より専門的な分野での勉強をつづけることも可能です。文学系（MA）や社会科学系（MSｃ）がよく知ら

れていますが、最近では MBA(Masters in Business Administration)も脚光を浴びています。修士課

程は１～2年で卒業には試験と論文が必要です。より専門的な研究をつづけたり、特別な専門職につ

くには、博士課程にすすみます。通常 4年から 5年かけて、研究や論文作成を行います。修士課程、

博士課程の場合、留学生には大学を卒業していること、高度な英語力（IELTS6.5以上）を持っている

こと、また MBAの場合には 2年以上の実務経験があることが求められます。 

アメリカ・カナダの教育制度について  
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学校の 1学年は通常 9月から 6月です。その後 2 ヶ月の夏休みがあります。 

義務教育  Elementary and junior high school High school 

高等教育  Community Colleges  University/College 

Elementary and junior high school 

Elementary School 5歳から 10歳  

 6年間  

 ５歳で幼稚園に入園し、５年～６年生で小学校を卒業  

 学年は grades と呼ばれます  

Junior High School 11歳から 13歳  

 ２～３年間 （各学校のシステムによる）  

 Middle School とも呼ばれます  

アメリカ・カナダの子供達は、5歳から幼稚園で 1年間、その後 1～6学年を小学校へ通学します。7

～9学年は小学校とは分けられた中学校 (Middle School とも呼ばれる)へ通います。カリキュラムは

国語、算数、理科、外国語、歴史、環境、体育などの主要科目が中心となります。 

High school 14歳から 17歳  

 ４年間  

 1年生は Freshman, 2年生は Sophomore, ３年生は Junior、４年生は Senior  

 米国の生徒は、大学進学のために SAT (Scholastic Aptitude Test)を 受験  

 高校卒業証明書を取得  

14歳から 17歳までの 4年間は高校に通い、中学校で勉強した科目をより深く学習していきます。高

校では選択科目として様々な分野から科目を選ぶことができます。大学進学を目指す学生は

Scholastic Aptitude Test (SAT)という全国的な試験を受験しなければなりません。しかし、留学生の

場合は通常 TOEFLのスコアでの英語力の証明が必要とされます。 

Community Colleges 18歳以上  

 ２年間  

 1学年 2学期制、学期はセメスターと呼ばれる  

 修了時に準学士号取得  

 ほぼ全ての単位を大学に移行でき、さらに２～３年で学士号取得  
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短期大学では高校卒業後の高等教育を提供します。短期大学は４年制の大学と比べ、一般的に入学

資格や学費が低いです。短期大学は２年間で準学士を取得し、その後継続して４年制の大学で学士

号を取得したい学生は、単位を移行することができます。多くの学生が４年制大学へ進学するための

出発点として短期大学を選択します。 

University/College 18歳以上  

 ２～４年間  

 1学年はセメスター制またはクウォーター制  

 修了時に準学士号または学士号取得  

 一般教養と専攻科目を履修します。  

Bachelors degrees at universities 

アメリカ・カナダの学士課程は、Bachelor of Science (BS)または Bachelor of Art (BA)を取得する４

年間のプログラムです。海外の学生の場合、入学基準の英語力が必要となります。留学生は必要な

英語レベルに達するまで、EF Brittin College Prepのユニバーシティ・ファンデーション・イヤーで学習

し、その後直接、提携大学へ進学することも可能です。  

Graduate degrees 

アメリカ・カナダの大学院は、修士号（MA、MSc または MBA）を取得する課程と、博士号（PｈD）を

取得する課程があります。修士課程は演習を中心とした１年間のプログラムと、リサーチを加えた２年

間のプログラムがあります。博士課程では、さらに専門分野の研究を進めます。MBAは通常１～２年

のプログラムです。MBA プログラムに入学するためには、学士課程を修了していることと、最低１年間

の管理職レベルの実務経験が大切になります。  
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オ‐ストラリア・ニュ‐ジ‐ランドの教育制度につ

いて  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1学年は 2月の終わりから 12月の始めまでです。1年は 4学期制で、各学期の間に短い休みがあ

ります。1年の終わりには 1 ヶ月の夏休みがあります。 
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義務教育  Primary School  Secondary Schoo Year 12 Certificate 

高等教育  Bachelors Degrees Postgraduate Degrees  

Primary School 6歳から 12歳  

 6年間  

 学年は grades と呼ばれる  

 カリキュラムはオーストラリア全土共通  

 英語、数学、社会科学、外国語を学ぶ  

オーストラリアの子供たちは５歳から幼稚園で１年間、その後１～６学年を Primary Schoolへ通学し

ます。１～６学年は、試験なしで進むことができます。履修科目はオーストラリア共通です。生徒は、英

語、数学、社会科学、テクノロジー、体育などの基礎学科を学びます。 

Secondary School 12歳から 16歳  

 ４年間  

 Grades 7-10は義務教育  

 生徒は進学系か職業系かを選択  

 卒業試験を受ける  

１２～１３歳で７年生 (7ｔｈ grade)をはじめます。さらに４年間の義務教育で、Primary Schoolで学ん

だことをさらに深く学習し、または将来のキャリアにそなえて、より職業訓練的な科目を履修します。１

０年生修了後、試験を受け、修了証を取得します。 この時点で、就職したり、専門訓練学校へ進んだ

り、または Year 12 修了証を取得するために、さらに２年間勉強する生徒もいます。 

Year 12 Certificate 16歳から 18歳  

 ２年間  

 大学試験にそなえて、科目を履修  

 卒業時に Senior Secondary Certificate of Education取得  

Bachelors Degrees 18歳以上  

 ３～４年間  

 1学年３学期制  

 修了時に学士号取得  

 専攻に基づき選択科目を履修し卒業試験を受ける  
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Year 12 修了証を取得すると、オーストラリアの大学へ出願できます。専攻によっては４～５年かかる

こともありますが、通常３年間で文学士号（Bachelor of Arts）または理学士号 (Bachelor of 

Science)を取得します。海外の学生が入学するには、十分な英語力と母国での１２年間の教育修了

証が求められます。または、EF Brittin Collegeのユニバーシティー・ファンデーション・イヤーを修了し

て、いずれかの提携大学へそのまま進学することもできます。 

Postgraduate Degrees 21歳以上  

 １～６年間  

 修士号またはＭＢＡを取得  

 論文と試験が卒業条件  

 博士号へ進むことも可能  

修士号(MA, MSc, MBA) そして博士号（PhD）を取得するために勉強をつづけることができます。修士

号は３～４年間の大学の後に１～２年間で学びます。博士号を取得するにはさらに４～５年の期間が必

要となります。MBAは１～２年間ですが、大学卒業資格の他に、少なくとも２年程度の実務経験が必要

です。 

 

 

ウィルウェイ海外留学センタ‐は皆さんお一人お一
人の夢に日付をつけるサポ‐トを１９８４年から致
しております。 お気軽にお問い合わせ下さい。親身
に留学の指導を致します。 
530-0001 大阪市北区梅田１‐１‐３ 大阪駅前第３ビル２９階  

ウィルウェイ海外留学センタ‐  

電話： 06-6455-7770 

メ‐ル： info@willway-go.jp 
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アメリカ留学について 

建国から 200 年。世界のリーダー的な国となったアメリカは⽇日本⼈人には歴史的にも⽂文化的にも

最も馴染みのある国と⾔言えるでしょう。留学先としてもやはりアメリカ留学の⼈人気は絶⼤大です。

とくに語学留学や⼤大学進学は留学先として NO.1です。また、最先端の⾳音楽やファッション、ビ

ジネスなどの専⾨門分野での留学も様々な選択肢とプログラムがあり、まさに夢に近づくにはアメ

リカ留学です。エリアではニューヨーク、ロサンゼルス、サンフランシスコの 3 ⼤大都市が⼈人気

ですが、ボストン、シアトル、フロリダなども根強い⼈人気があります。 

アメリカ語学留学・語学研修 

⼤大学のキャンパス内にある付属の語学学校や⼤大学提携の語学教育機関、ダウンタウンにある私⽴立立

の語学学校など様々なライフスタイルから学校選びができます。 

 

アメリカ専⾨門留学 

アメリカ・専⾨門留学国際的なビジネスマン、世界に⽻羽ばたくメイクアップアーティスト、映画制
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作プロデューサー、世界的なミュージシャンなど様々な夢に近づくための第⼀一歩として最先端の

スキルを学ぶことができます。 

 

アメリカ条件付⼤大学進学 

「アメリカの⼤大学に進学したいけど、英語⼒力力が⾜足りないので進学できるか⼼心配。⼤大学の授業につ

いていけるか⼼心配。」など不安を解消できます。 

⼤大学からの⼊入学許可を取って⼤大学付属の語学学校（ESL）に通うので安⼼心です。 

 

 

 

 

カナダ留学について 

カナダは世界で 2番⽬目に⼤大きな国⼟土を持っており、世界中からの移⺠民の集まる多⺠民族国家です。

その多くの⼈人たちをカナダへ惹きつける魅⼒力力は、ナイアガラやロッキー⼭山脈などの広⼤大な美しい

⾃自然の宝庫であること、先進国として洗礼された都市機能を持っているからと⾔言えます。留学先

としての⼈人気も⾼高く、特に語学留学やワーキングホリデーの⼈人気は群を抜いています。語学研修

だけではなく、多彩な専⾨門コースとの組み合わせができるカリキュラムが⽤用意されている学校が

多いのが⼈人気理由のひとつです。また、ケベック州ではフランス語が公⽤用語とされ英語だけでは

なくフランス語の習得も可能です。 
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カナダ ホームステイ・ファームステイ 

様々な国の⼈人たちが集まるカナダのファミリーは、異⽂文化交流に積極的です。ホストファミリー

は現地⽇日本⼈人スタッフが⼀一軒⼀一軒訪問し、家族との⾯面談までしているので留学⽣生に対しての理解

と協⼒力力に前向きな家族たちばかりです。  

 

カナダ 語学留学・語学研修 

カナダの語学研修はとにかくプログラムが豊富です。⼀一般英語だけではなく、TOIECや TOFEL

の試験対策、ビジネス英語などコースや選択授業に専⾨門的な分野の授業があったり、英語を実践

的に使えるカリキュラムが組まれています。放課後のワークショップやアクティビティも充実し

ているので抜群の英語環境が保証されます。 

 

カナダ ボランティア 

北⽶米やヨーロッパではボランティアの意識が⾼高く、社会活動として⼤大変評価されています。様々

な分野の団体があり、世界中からも多くの参加者がいますので、同じ志気を持った国際交流の場

としても絶好の機会となることでしょう。  

 

カナダ 語学研修・専⾨門留学 

カナダ学校は専⾨門学校や⼤大学以外にも専⾨門コースを備えた語学学校も多く、限られた期間の中で

専⾨門的な知識を⾝身に付けることの出来るプログラムがあります。英語⼒力力に⾃自信のない⽅方でも専⾨門
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コース⼊入学前に語学研修を組めるので、⼤大学⽣生が休学して参加する留学プランや転職前のスキル

アップ留学プランとしてとても効果的です。 

 

 

 

 

 

オーストラリア留学について 

広⼤大な国⼟土、⻘青い海、多くの⾃自然、フレンドリーな⼈人柄なオーストラリア⼈人。そんな⼟土地柄に憧

れてオーストラリアを留学先に多くの⼈人たちが選んでいます。オーストラリアの留学プランはユ

ニークなものが多いのが特徴。イルカのボランティアやゴルフレッスン、ネイルアートなどが短

期で体験可能です。語学だけではなく⾊色々なことに挑戦できるのがオーストラリア留学の醍醐味

です。オーストラリアのワーキングホリデービザを取得すればボランティアやインターンシップ

などできることが広がります。また教育⼤大国とも⾔言われているオーストラリアは、国際的にも⾼高

い評価を得ています。観光やホスピタリティーなどを中⼼心に様々な専⾨門コースがあり資格を取得

できます。学⽣生ビザでアルバイトができるので費⽤用⾯面でも安⼼心です。 

オーストラリア ボランティアホームステイ・おけいこ留学 

ダイビングやサーフィンレッスンなどのスポーツやネイルやアロマセラピーなどビューティー
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系までレッスンの⼿手配が可能です。ホームステイを体験しながら⼀一⽣生の思い出をつくりましょう。  

 

オーストラリア ボランティア語学留学・語学研修  

フレンドリーで楽しい授業を展開してくれる教師陣。会話を中⼼心とした授業で実践から英会話を

マスターしましょう。質の⾼高い授業ときめ細やかなケアで充実と安⼼心の語学留学が保証されます。

放課後のアクティビティは他国の学⽣生たちと交流を深めるチャンスです。  

 

オーストラリア ボランティアワーキングホリデー  

とにかく⼈人気の⾼高いオーストラリアワーキングホリデー。学校⾏行行ってバイトして、旅⾏行行するだけ

じゃない。⽇日本語教師資格や児童英語教師資格などの専⾨門コースやボランティア、インターンシ

ップ、オーペアなど⾃自分だけのスペシャルプランを計画しましょう！ 

 

オーストラリア ボランティア専⾨門留学  

観光⼤大国のオーストラリアはやはりツーリズムやホスピタリティーなどのコースが有名でが、他

にもセラピストや福祉などの分野でも定評があります。州⽴立立の TAFE（専⾨門学校）では 100を超

えるコースがあり⾃自分のやりたいことから選べます。政府認定の修了証（6 ヶ⽉月~）や資格（1

年~）が取れるのも魅⼒力力。帰国後の就転職に役⽴立立つキャリアアップとなるでしょう。 

 

 

 



 14 

 

 

 

 

ニュージーランド留学について 

ニュージーランドの魅⼒力力は多くの⾃自然の中でのんびりとした時間が流れる安全な環境にありま

す。先住⺠民のマオリ族の美しい⽂文化も根付いています。⼈人⼝口が 400 万⼈人ほどの⼩小さな国家では

ありますが、⾸首都圏での経済や教育の発展は先進国にふさわしい成⻑⾧長を遂げています。とくに留

学先として⼈人気都市はオークランドやクライストチャーチなどですが、クィーンズタウンやネイ

ピア、ウェリントンなどの都市もアットホームでケアの⾏行行き届いた学校やユニークなプログラム

をもっているのでお薦めです。専⾨門分野ではホスピタリティーやツーリズムに定評があります。

ニュージーランドでは規定の語学⼒力力をクリアし、認定されたコースに⼊入学すると留学⽣生でもアル

バイトが可能です。ニュージーランドはワーキングホリデーも⼈人気でファームステイやボランテ

ィアなど様々な留学スタイルが実現できます。 

ニュージーランドホームステイ・ファームステイ  

シャイで温かい⼈人柄のニュージーランド⼈人は別名キウィーとも⾔言われています。ホームステイや

ファームステイではその⼈人柄に触れ、家族と⼀一緒にゆっくり流れる時間を体験することができま

す。 
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ニュージーランド 語学留学・語学研修  

⽐比較的⼩小規模な語学学校が多くアットホームでケアの⾏行行き届いた学校⽣生活が期待できます。アク

ティビティも豊富なので他国の⽣生徒との交流も広がります。また、語学プラスでボランティア（動

物愛護や福祉）、専⾨門分野（ホスピタリティ英語や児童英語教師）などのコースもあり、キャリ

アアップにも最適です。 

 

ニュージーランド ワーキングホリデー 

カナダ、オーストラリアに続くワーキングホリデー⼈人気国のニュージーランドは、素晴らしい⾃自

然と景観があります。国⼟土も⼤大きくないので気軽に旅⾏行行も楽しめます。ボランティアやツアーガ

イド、ホテルなどの仕事がありますのでアルバイトの経験をすることもできるでしょう。  

 

ニュージーランド シニア留学  

ニュージーランドはシニア層の⽅方々に⼤大変⼈人気の国です。ホームステイやロングステイ、シニア

向けのプログラムも多く開校されています。ニュージーランドの美しい⾃自然や⼈人の温かさは、ど

こか昔の⽇日本を思い出させてくれることでしょう。  
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イギリス留学について 

英国と⾔言えば英語の本場。イギリス留学と⾔言えばロンドンが⼈人気ですが、英国はイングランド、

スコットランド、ウェールズと北アイルランドで構成されていて、それぞれの地域ごとに深い歴

史と美しい⽂文化的な景観や建築などに触れることができます。物価の⾼高さが留学費⽤用を捻出しな

ければならない留学⽣生には苦しいところですが、それでも英国の⽂文化に魅せられた、多くの留学

⽣生たちが渡航しています。最近はロンドンだけではなく、オックスフォード、ケンブリッジ、ブ

ライトン、エディンバラなど広域に渡って⼈人気が⾼高いです。  

イギリス ホームステイ・ファームステイ  

イギリスのホームステイで⼀一番⼈人気の⾼高いのが教師宅ステイ。1週間で 10~15時間のマンツー

マン英語レッスンで会話⼒力力の集中的にアップします。質の⾼高いプロフェッショナル先⽣生宅が⼀一番

多くあるのがイギリスです。また、先⽣生や家族と⼀一緒に⽂文化交流をしたり、⼀一⼈人で街散策にでか

けてみたり、イギリス⽣生活を満喫できます。都市部ではなく、⾃自然豊かなカントリーサイドのご

家庭が⼈人気です。 

 

イギリス 語学研修・おけいこ留学  
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英語の発祥の地で英語習得。イギリスには⻑⾧長い歴史をもつ学校が多く質の⾼高い授業を展開してい

ます。また、コースや教育のシステムはバラエティに富んでいて、語学教育のカリキュラムは世

界中のモデルとされていることからも実証済みです。英語学習だけではなく、英国の⽂文化やファ

ッション、芸術なども学べるコースがありプラスアルファーの楽しみを与えてくれます。 

 

イギリス ワーキングホリデー  

イギリスのワーキングホリデービザの取得は⼤大変狭き⾨門ではありますが、その⼈人気は下がること

はありません。毎年、短い期間での募集で多くの⽅方が申請をしています。その中から 400⼈人が

選ばれ、ビザを取得することができるのです。現地オフィスがあるので⽣生活サポートも安⼼心。住

まい探しやアルバイト探しにもアドバイスさせていただきます。渡航前のビザの相談や取得でき

なかった場合のプランもお任せください。 

 

イギリス ⼤大学進学・学部留学  

英国の⼤大学やカレッジでは、多くのコースと資格を留学⽣生にも提供しています。質の⾼高い研究や、

優秀な教授陣のもとで世界的に有名な英国で学ぶことができます。1年間の学部留学では、語学

研修も平⾏行行して受けることができるので英語⼒力力に⾃自信のない⽅方でも安⼼心です。どんな学部がある

のかはまず担当までのご相談ください。 
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アイルランド留学について 

アイルランドは北海道ほどの⼤大きさの国で、イギリスから⾶飛⾏行行機で 2 時間ほどです。アイルラ

ンドにはケルト⽂文化の栄えた深い歴史と、美しい⾃自然があります。経済もめまぐるしく発展し、

2005 年には最も住みやすい国としても選ばれており、EU 諸国のたくさんの⼈人が訪れる国とな

ってきました。英語圏の留学は⼤大変メジャーで多くの⽇日本⼈人留学⽣生がいますが、アイルランドは

まだ⽇日本留学⽣生が 5％~10％程度と少ないことから、学校・⽣生活の両⾯面で英語漬けの環境が抜群

です。2007年からはワーキングホリデー制度の協定も結び、ますます注⽬目の国となっています。

⾳音楽や芸術にも優れていますのでアーティストにも⼈人気の国です。アイルランドの⽂文化とアイル

ランド⼈人の温かい⼈人柄に触れてみませんか？  

アイルランド ホームステイ・おけいこ留学 

アイルランドの⼈人たちはとてもホスピタリティー精神に溢れていて、親切で親しみやすい⼈人柄で

す。ホームステイしながら、英語レッスン以外にも乗⾺馬やゴルフ、アイルランド⽂文化に触れるア

クティビティなど⼤大変充実しています。シニア向けのコースを持っている学校も多く、短期でも

アイルランドを満喫できるプランが多くあります。 
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アイルランド 語学留学・語学研修  

なんといっても⽇日本⼈人学⽣生の少なさが魅⼒力力のアイルランド。他国からの留学⽣生は EU 圏が多く、

とても国際⾊色が豊かです。物価の⾼高さが少し難点ですが、英語漬けの環境を考えると⾼高くはあり

ません。それだけの環境と英語⼒力力のスキルアップが望めます。 

 

アイルランド ワーキングホリデー  

2007 年より受⼊入れを開始したアイルランドワーキングホリデー。1 年に 2 回の申請時期があり

ます。発給数は 400 名です。ワーキングホリデーでは現地で学校へいったり、アルバイトをし

たり、旅⾏行行をしたり、いろいろ楽しむことができます。現地サポートもあるので⽣生活の相談や旅

⾏行行の相談もできるので安⼼心です。 

 

アイルランド サマープログラム  

アイルランドの最も美しい季節の「夏」には、夏季限定の留学プランがたくさん開校されます。

⼩小・中・⾼高校⽣生の向けのジュニアコースや⼀一般向けの夏季集中英語コースなど夏休みの留学はア

イルランド留学がお薦めです。⼈人気のコースには ACミランのサッカーキャンプなどがあります。  
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イタリア留学について 

ヨーロッパの南に位置するイタリアは、⻑⾧長く深い歴史のある格式⾼高い印象と同時に陽気でホスピ

タリティーのあふれる華やかな印象の２つの側⾯面をもつ魅⼒力力的な国です。40 以上の世界遺産が

存在し、国内のいたるところに素晴らしい建築物や景観があります。またイタリアの発信するフ

ァッション、芸術、⾷食事など最先端の流⾏行行の発信地としても世界的にあまりにも有名です。イタ

リアの魅⼒力力は旅⾏行行だけではなく、留学先としても注⽬目をされています。短期での⽂文化体験プログ

ラムでは料理や⾳音楽なども学ぶことが可能なので、趣味を⽣生かすことに挑戦したり、⻑⾧長期にわた

ってイタリア語とファッション、芸術など本場で習得する学⽣生が増えています。  

イタリア おけいこ留学、体験プログラム 

陽気なイタリアでの⽣生活と声楽や楽器、お料理やワイン、絵画や写真など趣味を⽣生かすレッスン

を受けて、今までにないイタリアを体験できます。  

 

イタリア 語学留学・語学研修  

イタリアの語学学校はヨーロッパや北⽶米からの留学⽣生も多く、国際⾊色が豊かです。学習時間は午

前中もしくは午後のレッスンで選べるタイプのものが多く放課後の時間を有意義に使うことが

できます。第⼆二外国語としてイタリア語を学ぶ⽅方も多く、イタリアの深い歴史と⽂文化を同時に堪
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能できます。  

 

イタリア 専⾨門留学  

イタリアのファッション、⾳音楽、芸術は世界中の⼈人に愛されており、その技術を求めるアーティ

ストたちが集まっています。イタリアでは 4 週間から学べるアートコースやファッションコー

スが多く開講されていて、短期・⻑⾧長期でスキルアップを⽬目指した留学⽣生に⼈人気です。 

 

 	  

スペイン留学について 

スペインは「情熱の国」と呼ばれるほど、情熱的で明るい印象があります。闘⽜牛やフラメンコな

どはその象徴ともいえるでしょう。世界第⼆二の共通⾔言語といわれるスペイン語は 21ヶ国で⺟母国

語として使われています。スペイン語を話す⼈人⼝口は中南⽶米諸国を中⼼心に 3 億⼈人以上とも⾔言われ

ており、スペイン語の習得は国際ビジネスの中で重要視されてきています。スペイン留学の魅⼒力力

は語学習得以外にも、スペインの歴史や伝統的な⽂文化を体験できることです。ラテン的なイメー

ジが強く持たれていますが、スペインの深い歴史や、芸術などに興味を持つ留学⽣生が多く集まり

ます。また、スポーツも盛んでサッカーやテニス、F1などのモータースポーツが特に有名です。
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芸術鑑賞やスポーツ観戦なども楽しめるでしょう。留学先としては⾸首都マドリッドや、バルセロ

ナの主要都市の他に、セビージャ、サマランカ、グラナダなどの地⽅方都市も⼈人気です。  

スペイン おけいこ留学、体験プログラム 

教師宅ステイでスペイン語レッスンとスペイン家庭の⽣生活を体験したり、料理やフラメンコレッ

スンなどおけいこ留学などが⼈人気です。観光だけではない、スペインの魅⼒力力を味わうことができ

ます。 

 

スペイン 語学留学・語学研修  

国際ビジネスで注⽬目されている⾔言語でもあるスペイン語は、⼀一般スペイン語コースだけではなく、

ビジネススペイン語コースが多く開講されています。学校によっては、医療分野や旅⾏行行関連、エ

ンジニアなど専⾨門分野でのプロフェッショナルなスペイン語コースを学ぶことができる。  

 

	  

ドイツ留学について 

ドイツは世界７カ国に⼊入る先進国であり EU 連合国の中でも経済の中⼼心を担う活気の溢れる国

です。ベルリンの壁の崩壊は歴史に残る出来事となりました。深い歴史と芸術にあふれたドイツ

は近年、留学先としても⼈人気です。ドイツは経済の先進国であると同時にスポーツや芸術にも優
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れており、様々な分野での留学が可能となっています。インターンシップや専⾨門留学など、ドイ

ツの優れたビジネスや芸術、技術を習得することに興味を持つ⼈人が増えているといえます。また、

ドイツの持つ素晴らしい景観や建築物は訪れる⼈人の⼼心を癒してくれるでしょう。⼈人気の都市は、

ベルリン、フランクフルト、ミュンヘン、ケルンなどです。  

ドイツ おけいこ留学、体験プログラム 

パン作りやソーセージ作り、ファームステイなどドイツの⽥田舎町で伝統的な⽂文化とドイツ⼈人の⽣生

活に触れる体験プログラムは 1 週間から参加できます。語学＋アクティビティープログラムな

どのアレンジも可能です。  

 

ドイツ 語学留学・語学研修  

ドイツ語のコースは⼀一般ドイツ語コース後にドイツ語検定コースやビジネスドイツ語などと組

み合わせてしっかりドイツ語をマスターできる組み合わせが⼈人気です。法律や医療など専⾨門分野

のドイツ語などを集中的に学ぶコースなどもアレンジできます。 
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フランス留学について 

フランスはファッション、料理、美術など芸術の分野で世界をリードする地位にあります。特に

⾸首都パリは「花の都」「芸術の都」といわれることでも有名です。毎年多くの⽇日本⼈人観光客がグ

ルメツアーや美術館巡り、ショッピングなどを⽬目的にフランスを訪れています。フランスには⾳音

楽、美術、料理を学ぶ多くの留学⽣生が世界中から集まります。流⾏行行だけではなく、中世からの素

晴らしい建造物が多く残る歴史的な景観や地中海を望む洗礼されたリゾートもあります。⽇日本と

フランスの交友関係は 150 年の歴史があり、⽇日本⼈人を虜にする美しい⽂文化がそこにあります。

パリ以外にもコートダジュール地⽅方にあるニースやカンヌ、ラングドックルシヨン地⽅方のモンペ

リエなどが留学先として⼈人気があります。  

フランス おけいこ留学、体験プログラム 

フランスといえば料理やワイン、美術などの体験プログラムが⼈人気です。ホームステイプログラ

ムなどは 1 週間から参加できます。語学＋アクティビティープログラムなどのアレンジも可能

です。 

 

フランス 語学留学・語学研修  
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フランス語のコースは週の時間数が選べるコースが多く、20、30、40レッスンから選ぶことが

できたり、グループレッスンとマンツーマンレッスンを組み合わせたりすることができます。ま

た、語学プラスで⽂文化を学ぶスペシャルコースなどが⼈人気です。フランス語をマスターするだけ

ではなく、フランスの優れた芸術を学ぶことが可能です。  

 

 


