
 

 

 

 

 

 

～学部留学（単位認定・休学留学）+インターンシップ～ 

Study Abroad Program 
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＜Study Abroad（単位認定・休学留学）プログラム＋インターンシップ（オプション）＞ 

 
 Study Abroad とは、日本の大学に在籍しながら海外の大学で半年、もしくは１年間英語や学部の勉強

ができるプログラムです。英語力に合わせて、大学附属の語学学校で学んだり、大学の学部で学んだりと、

フレキシブルにコースを受講できるのが大きな魅力です。 
 
 Study Abroad のメリットは何といっても、留学中に学んだ学部の授業や TOEIC のスコアなど、留学

で得たことの多くを就職活動に活かすことができる点です。また、日本の大学に在籍しながらの留学にな

りますので、留年することなく卒業が可能になります（在籍している大学によって制度が異なりますので、

在籍している大学にご相談下さい）。 

 

 海外の大学で学ぶことは、大学の施設を利用できたり、現地の大学生との交流が期待できたりと、一般

的な語学留学とは異なる多くのメリットがあります。 

 

         Study Abroad のモデルプラン 

 

出発の半年～１年前 

 

 

 

現地到着後 

  

  

        

                                            TOEFL (iBT61) / IELTS 5.0           TOEFL (iBT80) / IELTS 6.0                    

４～６ヶ月 

 

 

 

 

４～６ヶ月 

 

 

授業終了後２～４週間   

 

 

 

                               日本へ帰国 

 

英語強化プログラム 英語強化プログラム＋学部授業  学部授業 

      日本での申し込み 

現地大学でのプレースメントテスト 

 学部授業 英語強化プログラム＋学部授業英語強化プログラム 

  現地企業でのインターンシップ（オプション） 



 

＜概算費用＞ 

費用 
入学金・授業料（国やコースにより変わります。） 

￥1,390,000～ 

その他必要な費用 
ホームステイ代（目安：￥74,000/月）／航空券代／海外傷害保険料／空港出迎え費用／ 

お小遣い／現地交通費／手続き・渡航前サポート料／海外送金手数料・通信費 

 

＜おすすめプログラム＞ 

●オーストラリアのおすすめプログラム 

 The university of New South Wales（オーストラリア・ニューサウスウエールズ州） 

 大学 HP ：http://www.unsw.edu.au/  

 所在地：シドニー 

 学生数：５０，０００名 

 特徴： 

・ オーストラリア名門８大学（Group of 8）の１校 

・ 英国 Times 誌『世界大学ランキング』で 78 位 

・ 学部・大学院で９００以上の専攻を提供 

・ 留学生の受入も積極的で、多くの卒業生が母国の政府機関や産業界で活躍 

 

 University of Wollongon（オーストラリア・ニューサウスウエールズ州） 

 大学 HP ：http://www.uow.edu.au/index.html 

 所在地：ウーロンゴン 

 学生数：３１，４００名 

 特徴： 

・ ２００８年 Good University Guide で『卒業生の満足度』のほか、全６部門で最高ランク 

・ 幅広い選択科目と柔軟な入学基準、実践的な内容を取り入れたカリキュラムを持つ 

・ １年間で修了可能な国際関係修士（大学院）はユニーク 

 

 Griffith University（オーストラリア・クイーンズランド州） 

 大学 HP ：http://www.griffith.edu.au/ 

 所在地：ブリスベン 

 学生数：４３，０００名 

 特徴： 

・ キャンパスは、ブリスベンにメインキャンパスがあり、自然環境に恵まれたゴールドコーストなど

５つのキャンパスを持つ 

・ 伝統にとらわれない学際的なプログラムを数多く持つ 

・ 産学協同で開発されたプログラムは、学生のニーズにもマッチしており、就職率も高い 

 

 



 

●ニュージーランドのおすすめプログラム 

University of Auckland（ニュージーランド・北島） 

 大学 HP ：http://www.auckland.ac.nz/uoa/ 

 所在地：オークランド 

 学生数：３１，０００名 

特徴：  

・ オークランド最高学府で、英国 Times 誌『世界大学ランキング』で６１位 

・ １８８３年創立 研究および学術面で高い評価を得ている 

・ 全３８，０００名の学生を擁するニュージーランド最大の大学 

 

University of Canterbury（ニュージーランド・南島） 

 大学 HP ：http://www.canterbury.ac.nz/ 

 所在地：クライストチャーチ  

 学生数：１９，５００名 

特徴： 

・ 南島を代表する世界的にも評価が高い研究大学で、国からの研究資金を多く集めている 

・ 大学教育も研究をベースにしており、学生は最先端の研究を行う研究者からレベルの高い講義を聞

くことができる 

・ 世界中からの留学生の受入も積極的で留学生へのスチューデントサポートが充実 

 

●イギリスのおすすめプログラム 

Newcastle University（イギリス・イングランド） 

 大学 HP ：http://www.ncl.ac.uk/  

 所在地：ニューキャッスル 

 学生数：１８，０００名 

特徴： 

・ １８３４年に医学・外科大学として設立された歴史ある大学 

・ “留学生として充実した生活が送れる大学”として世界で７位にランクイン 

・ 会計学、金融、建築、コンピュータサイエンス、法律、言語学、音楽などの分野で全英トップ２０

にランクイン 

 

University of Exeter（イギリス・イングランド） 

 大学 HP ：http://www.exeter.ac.uk/  

 所在地：エクセター 

 学生数：１４，０００名 

特徴： 

・ 大学学部への入学倍率が約８倍にもなる英国で最も人気のある大学のひとつ 

・ 大学のキャンパスは、英国で最も美しいキャンパスに認められている 



・ 卒業生にはハリーポッターの著者である J.K.Rowling がいる 

 

●アメリカのおすすめプログラム 

 

Oregon State University（アメリカ・オレゴン） 

 大学 HP ：http://oregonstate.edu/ 

 所在地：コーバリス 

 学生数：２０，３００名 

特徴： 

・ 全米で５９位にランクイン、国際的に認められる総合大学 

・ 陸、海、宇宙、太陽全てに関する研究に助成金を付与されている全米２大学のひとつ 

・ 卒業生には、ノーベル化学賞および平和賞の２つのノーベル賞を受賞したライナス・カール・ポー

リングがいる 

 

University of South Florida（アメリカ・フロリダ） 

 大学 HP ：http://www.usf.edu/index.asp 

 所在地：タンパ 

 学生数：４７，１９１名 

特徴： 

・ 価値のある州立大学 Top50 ”Best Value” Public Universities にランクイン 

・ メインキャンパスがあるタンパでは、温暖な気候とどこまでも続く海岸に恵まれており、シティ・

ライフと自然の両方が楽しめる理想的な留学先 

・ 学士取得をしている学生には、１年間で第２学士取得が出来るプログラムなどもありユニーク 

 

 

 

 

 ●インターンシップ（オプション） 

  ※国や地域によって手配ができないことがありますので、ご相談ください。 

海外インターンシップ先一覧 

コース名 内  容 

一般企業 海外の一般企業で研修生として働き、ビジネスの実務体験をするというのは、国際

としての感覚を得られる絶好のチャンスです。帰国後の就職活動では強力な武器に

なります。 

流通 

 

現地の有名デパート・スーパーにて、商品陳列・アシスタント業務など 

旅行代理店 

（ ツアーガイド） 

観光やビジネスを目的とした旅行をするお客様に同行し、安全で楽しい旅を管理す

るお仕事です。 



ホテル 現地の有名ホテルにて、フロントやコンシェルジュでのアシスタント業務など 

航空会社 空港内での作業アシスタントや事務所での事務業務など 

テーマパーク 

 

動物園や水族館などの施設にて入場者の管理、事務業務、 

館内アシスタント業務など 

幼児教育アシスタ

ント 

いま日本の幼稚園では英語を教えられる先生が求められています。実践的なカリキ

ュラムで学習します。 

日本語アシスタン

ト教師 

日本語と英語で日本語を教える間接法を学び、現地の小中高校で教師体験します。

社会福祉 

 

「誰かの役に立ちたい」という気持ちがあるなら、社会福祉の先進国でボランティ

アを経験してみませんか？ 

環境保護 

 

世界中でその場所にしか原生しない生態系保護を守るために、あなたができること

があります。 

動物保護 

 

動物保護に関心がある方や、動物好きの方にお勧めなのが動物保護ボランティア。

さまざまな動物の生態を知ることができます。 

メディア関係 

（日系新聞社・雑誌

など） 

現地日系新聞社や雑誌社などでの一般事務や、編集作業のアシスタントなど 

マルチメディア関

係 

日系 IT 企業などでウェブデザイン作成、プログラミング業務アシスタントなど 

服飾関係 現地ショップにて実践実習やパタンナーアシスタント業務など 

ファームヘルプ 

 

広大な敷地を利用したファーム経営のお手伝いをしてみませんか？ 

雄大な大地で身体と心をフルに使う生活ができます。 

スポーツ関係 スポーツジムや学校にてインストラクターや補助員のアシスタント業務など 

アロマセラピー アロマショップにて販売やセラピストのアシスタント業務など 

音楽関係 音楽関係企業やショップでのアシスタント業務 

ガーデニング 市立や国立の公園などで園芸のアシスタント業務 

美容・理容関係 美容店・理容店でのアシスタント業務 

 

 

 

 

OKC 株式会社 
 

http://www.koryu.co.jp 
営営業業日日：：月月曜曜日日～～金金曜曜日日 1100 時時かからら 1188 時時、、第第 22・・第第 44 土土曜曜日日 1111 時時かからら 1188 時時  

  

お申込み・カウンセリング予約はお近くのＯＫＣまで！ 

ＨＰで 24 時間無料メールカウンセリングとメール見積りを受け付けています！！ 

★東京                                        ★ 大阪 

〒163-0639 東京都新宿区西新宿 1-25-1 新宿センタービル３９階  〒530-0001 大阪市北区梅田 1-1 大阪駅前第３ビル 30 階 

          Tel: 03-3340-5300  Fax: 03-3340-5327                       Tel: 06-6341-8248  Fax：06-6341-8143            


