国際センター

イギリス

Oxford Brookes University
※ブラウザはinternet exploler以外の使用をお進めします。
Last updated
2021/7/29
公立/私立

公立

所在地

Oxford, UK

WEBサイト

http://www.brookes.ac.uk/

学生数

約18,400人

学事暦

1st semester : 9月中旬～12月 2nd semester : 1月～5月

学部

■Business■Hospitality Management■Biological and Medical Sciences■
Psychology■Sociall Work and Public Health■Education■English and Modern
Languages■History■Philosophy and Religion■Law■Public Care■Social
Sciences■Arts■Computing and Communication Technologies■Mechanical
Engineering and Mathematical Sciences等

講義内容

http://www.brookes.ac.uk/international/study-abroad-and-exchanges/comingto-brookes/academic-study/

Nursing and Midwifery, Social Work, Occupational Therapy, Physiotherapy, Public
Health, Paramedic, Operating Department Practiceは履修不可

交換留学生の
履修上の制限

履修に関するページ：
https://www.brookes.ac.uk/international/study-abroad-and-exchanges/comingto-brookes/academic-study/

【参考】
http://www.brookes.ac.uk/students/research-degrees-team/currentstudents/graduate-college/student-profiles/faculty-of-hss/

諸経費（概算）

Accomodation £116 - £171/week, Telephone £12/week, Food £53/week,
Household goods £12/week, Books £12/week, Other (estimated) £53/week
【参考URL】https://www.brookes.ac.uk/studying-at-brookes/finance/living-costs/

学内寮

On-Campus有り。食事付きや自炊、トイレ浴室とキッチンを5、6人で共有するSharedやシャワーと
トイレの付いたen-suite等さまざまなタイプあり。https://www.brookes.ac.uk/studying-atbrookes/accommodation/prospective-students/halls/

大学周辺に
ついて

オックスフォードの総人口14万人のうち、学生が2万5千人以上を占めている。そのため、学生の活気
で街は賑わい、治安の良さや居心地のよい環境で知られている。オックスフォードは世界有数の観光地
としても知られており、オックスフォード大学校舎をはじめとした歴史的な建造物を通して伝統的な英国
の姿を楽しむことができる。ロンドンに比べて物価は安め。大学内の雰囲気は国際色豊かで、全学生
の約2割が留学生となっている。日本からの留学生は比較的多め。
※上記の内容は変更になる可能性がありますので、予めご了承下さい。

国際センター

イギリス

University of Hertfordshire
※ブラウザはinternet exploler以外の使用をお進めします。
Last updated
2021/7/29
公立/私立

公立

所在地

Hatfield, UK

WEBサイト

http://www.herts.ac.uk/

学生数

約27,200人

学事暦

SemesterA(Fall)：9月中旬～1月中旬 SemesterB(Spring)：1月中旬～5月下旬
https://www.herts.ac.uk/study/term-and-semester-dates

学部

■School of Humanities■Hertfordshire Business School■School of Creative Arts
■School of Engineering and Technology■School of Life and Medical Sciences■
School of Health and Social Work■School of Computer Science■School of
Education■School of Physics■Astronomy and Mathematics■School of Law

講義内容

https://www.herts.ac.uk/international/overseas-study/study-abroad/inbound-study-abroad

交換留学生に開講
されていない科目/ Not possible: Health, Nursing and Midwifery classes
履修制限がされて Limited: Education; Film & TV classes
いる科目

諸経費（概算）

【参考URL】https://www.herts.ac.uk/international/new-internationalstudents/coming-to-the-uk/cost-of-living

学内寮

On-Campus 有り
※申込みは、Accommodation Officeへ直接申込み※入寮が決まったら、￡400程度の頭金支
払い必要(online支払い)※寮滞在は、原則的に通年留学者が対象(半期留学者は優先順位下
がる)※費用増加の可能性あり※寮は自炊のためmeal planなし
https://www.herts.ac.uk/life/student-accommodation

大学周辺に
ついて

ロンドンまで電車で25分のハットフィールドに位置し、２つのキャンパスからなる（キャンパス間徒歩20
分、無料シャトルバス利用可能）。美術・デザイン、ビジネス、工学・情報科学、健康・人間科学、人
文科学・言語・教育、学際研究、法律、自然科学の8学部からなる国立大学。最寄りの鉄道の駅か
ら大学までは徒歩30分。大学所有のスポーツビレッジがあるなど、施設も豊富。大学敷地の近くに大
きめのショッピングセンターもあり、便利。85か国と2800名と世界中から留学生を受け入れており、非
常に多国籍だが、現状では日本人留学生が比較的少ない。

※上記の内容は変更になる可能性がありますので、予めご了承下さい。

イギリス

国際センター

University of Kent
※ブラウザはinternet exploler以外の使用をお進めします。
Last updated
2021/7/29
公立/私立

公立

所在地

Canterbury, UK

WEBサイト

http://www.kent.ac.uk/

学生数

約19,600人

学事暦

Autumn Term: 9月中旬～12月中旬
Spring Term: 1月初旬～4月初旬
Summer Term: 5月初旬～6月中旬
https://www.kent.ac.uk/csao/term-dates/index.html

専攻

■Humanities■Architecture■Arts■English■European Culture and Languages■
History■Music and Fine Art
■Sciences■Finance■Pharnacy■Biosciences■Computing■Engineering and
Digital Arts■Mathematics■Physical Sciences■Sport and Excercise Sciences
■Social Sciences■Journalism■Business■Law■Anthropology and Conservation■
Economics■Politics and International Relations■Psychology■Social Policy■
Sociology and Social Research
※注意：法学部の授業は履修できない

講義内容

https://www.kent.ac.uk/courses/modules

履修制限について

http://www.kent.ac.uk/courses/short-term/how/modules.html
Please note that a small number of modules are not available to short-term students. If it
is essential that you take a particular module in order to attend Kent,you may wish to
check this with us prior to application.
*Law programmes are only available to students studying at institutions with whom we
have a direct Law exchange

諸経費（概算）

【参考URL】
https://www.kent.ac.uk/finance-student/livingcosts.html

学内寮

On-Campus有り
期日までに申し込み、留学生はほとんど寮に滞在する。食事付き（朝食）や自炊、トイレ浴室とキッチ
ンを5、6人で共有するSharedやシャワーとトイレの付いたen-suite等さまざまなタイプあり。 過去留学
生はParkwood、Darwin等に滞在。Turningが最も新しい。【参考URL】
http://www.kent.ac.uk/accommodation/

大学周辺に
ついて

1965年に創立されたロンドン南東部の歴史ある古代都市カンタベリーに位置する総合大学。1996年
以降11年連続でタイムズ紙刊行の『Times Good University Guide』で“ベスト・ニュー・ユニバーシ
ティ”に選ばれ内外から支持を受けている。Business、Economic、Sociologyは特に看板学部。ロン
ドンへは電車で約1時間、ヨーロッパ大陸と英国を結ぶフェリーが発着するドーバーへも30分と交通アクセ
スが便利な場所に位置する。世界約120カ国から留学生を受け入れており、国際交流も活発。留学
生は全体の2割を占める。留学生が主に学ぶカンタベリーキャンパスは市街から徒歩３０分のところに位
置し、広大な敷地内に滞在施設、講義棟や事務棟があり、広い緑地や林に囲まれ、美しい風景が楽
しめる。キャンパス内にスーパーや銀行、病院などあるため、生活面で利便性が良い。メドウェイキャンパ
スはSports Science, Fine Art and Music, Journalism等が学ばれている。
※上記の内容は変更になる可能性がありますので、予めご了承下さい。

イギリス

国際センター

The University of Sheffield
※ブラウザはinternet exploler以外の使用をお進めします。
Last updated
2021/7/29
公立/私立

国立

所在地

Sheffield, UK

WEBサイト

http://www.shef.ac.uk/

学生数

約27,000人

学事暦

Autumn Semester: 9月～2月
Spring Semester: 2月～6月
http://www.shef.ac.uk/about/dates

専攻

■Politics■Economics■East Asian Studies■English; Biblical Studies■History■
Human Communication Science■Computer Science■Mechanical Engineering■
Electrical and electronic Engineering■Philosophy■ Sociology■Phychology■
Social Studies 等
※留学生が取れない学部について必ず確認すること
https://www.sheffield.ac.uk/globalopps/inbound/apply/what

https://www.sheffield.ac.uk/globalopps/inbound/apply/what

講義内容

https://www.sheffield.ac.uk/studyabroad/overseas/prospective/choosing

多岐にわたる学部において、詳細な履修制限を設けているため、
URL(https://www.sheffield.ac.uk/globalopps/inbound/apply/what)を確認すること。
Level300 and 400については専門性が高いために、その科目の基礎知識がないと履修不可。語
交換留学生に開講
学系(French, German Studies, Hispanic Studies, Russian and Slavonic Studies
されていない、または
etc.)学部の授業履修も難しく、外国語を履修したい場合はMondern Languages Teaching
履修に制限がある
Centreが提供しているコースを検討することができる。ただし履修要件等は確認のこと。
科目がある学科
※学部ごとのIELTSスコア要件も予告なく変更されることがあるため注意が必要。
https://www.sheffield.ac.uk/globalopps/inbound/apply/entryrequirements/english-language
諸経費（概算）

【参考URL】 https://www.sheffield.ac.uk/undergraduate/fees-funding/livingcosts#

学内寮

大学寮３つあり。キャンパスより徒歩、バス、自転車などで移動可能な距離。食事付きや自炊、
Sharedタイプやアパートタイプなど様々。
http://www.sheffield.ac.uk/studyabroad/overseas/prospective/accommodation

大学周辺に
ついて

シェフィールド大学は、大学関係者からノーベル賞受賞者4人を輩出するなど国際的に活躍する人材
を育成するイギリス屈指の総合大学である。 前身のSheffield Medical School、Firth College、
The Sheffield Technical Schoolが1897年に統合されてUniversity College of Sheffieldと
なり、1905年に現在の大学名となった。特にPoliticsの分野ではイギリスでもトップレベル。また、東ア
ジア研究といった特色ある分野も設置。シェフィールドはイギリス中部の工業都市で、イギリスで4番目
に大きい。ロンドンに比べて物価も安い。
※上記の内容は変更になる可能性がありますので、予めご了承下さい。

イギリス

国際センター

University of Stirling
※ブラウザはinternet exploler以外の使用をお進めします。
Last updated
2021/7/29
公立/私立

国立

所在地

Stirling, Scotland, UK

WEBサイト

https://www.stir.ac.uk/

交換留学に関して

https://www.stir.ac.uk/international/study-abroad-exchange/coming-to-stirling/

学生数

約14,000人
Autumn Semester: 9月中旬～12月中旬

学事暦

学部

Spring Semester: 1月中旬～5月中旬

https://www.stir.ac.uk/study/semster-dates/

■Arts and Humanities ■Health Sciences and Sport ■Natural Sciences ■Social
Sciences ■Management School

https://www.stir.ac.uk/about/faculties-and-services/

講義内容検索

https://portal.stir.ac.uk/calendar/calendar.jsp?view=visiting

交換留学生は
履修できない科目

Education、Nursing、Social Work

諸経費（概算）

【参考URL】
https://www.stir.ac.uk/study/fees-funding/cost-of-living-ug/

学内寮

https://www.stir.ac.uk/student-life/accommodation/visiting-students/

大学について

グラズゴーとエディンバラのほぼ中間に位置するスターリングに本部を置く国立大学であり、教育・研究
活動への高い評価とともに、卒業生の就職率が高いことでも知られる。アースレー城を有するメインキャ
ンパスは『世界で最も美しいキャンパス』と言われている。また、スポーツ教育でも知られ、スコットランドで
最も優れたスポーツ環境の整った大学とされている。
※上記の内容は変更になる可能性があります。予めご了承ください。

アイルランド

国際センター

Waterford Institute of Technology
※ブラウザはinternet exploler以外の使用をお進めします。
Last updated
2021/7/29
公立/私立

公立

所在地

Cork Road, Waterford, X91 K0EK, Ireland

WEBサイト

https://www.wit.ie/

交換留学に関して

https://www.wit.ie/international/exchanges/incoming_students

学生数

約10,000人

学事暦

【2学期制】1学期：9月～12月 2学期：1月～5月
https://www.wit.ie/current_students/student_affairs/academic_calendar

学部

講義内容検索

■Business ■Engineering ■Health Sciences ■Humanities ■Science

The studnet must choose modules from the ECTS Module Guides, found at the
bottom of the following web page ：
https://www.wit.ie/international/exchanges/incoming_students

諸経費（概算）

学内寮

【参考URL】
https://www.wit.ie/international/admissions/cost_of_living_international

https://www.wit.ie/international/admissions/accommodation

大学の特徴

アイルランド国内の他大学と比較して特徴的な事は、コース内容がより応用的、実践スキルがより重視
される、ほとんどのコースで現場での実習がある、などである。ビジネスとITに力を入れており、企業との結
びつきも強い。国内の工科大学としてはダブリン工科大学に次ぐ有名校といわれている。

大学周辺の環境

• Waterford is Ireland's oldest City, founded by the Vikings
• It is vibrant, filled with historic sites, the celebrated Waterford Greenway and the
stunning coastline is awarded with UNESCO Global Geopark status
• It is a safe and welcoming student-friendly city with a compact city centre where you
can go everywhere by foot or bicycle and with good public transport and no pollution or
traffic problems
• Great shopping, cultural events and festivals
• The city is awarded Purple Flag status, a Gold Standard accreditation recognising
Waterford city as a safe, vibrant, and welcoming destination for residents and visitors.
• See the Visit Waterford website for more information on experiencing the magic of
Waterford: http://www.visitwaterford.com/

※上記の内容は変更になる可能性があります。予めご了承ください。

アイルランド

国際センター

National University of Ireland, Galway
※ブラウザはinternet exploler以外の使用をお進めします。
Last updated
2021/7/29
公立/私立

国立

所在地

University Road, Galway, Ireland H91 TK33

WEBサイト

http://www.nuigalway.ie/

交換留学に関して

http://www.nuigalway.ie/international-students/studyabroad.html

学生数

約13,500人

学事暦

【2学期制】1学期： 9月～12月

2学期： 1月～5月

http://www.nuigalway.ie/media/Semester-Dates-2020-21-rev-Jun-2020.pdf

学部

Political Science & Sociology, Psychology, Education, Geography & Archaeology,
Humanities, Languages, Literatures & Cultures, Health Sciences, Medicine,
Nursing and Midwifery, Business & Economics, Law, Engineering & Informatics,
Chemistry, Physics, Mathematics, Statistics, and Applied Mathematics, Natural
Sciences

講義内容検索

http://www.nuigalway.ie/international-students/studyabroad/ourprogramme/

諸経費（概算）

【参考URL】
https://www.nuigalway.ie/student-life/financial-matters/cost-of-living/

学内寮

On-campusの寮
※入寮が確約されているわけではないため、空きがない場合、各自アパートを手配することとなる。
http://www.nuigalway.ie/international-students/studyabroad/accommodation/

アイルランドで最も国際的な都市とされるゴールウェイに位置する当該大学では世界110カ国から約
2700名の留学生が学んでいる。街の中心部から徒歩10分程のコリブ川沿いにある。エディンバラ大
学やボローニャ大学、フローニンゲン大学などの名門校が名を連ねるヨーロッパ大学の連盟、コインブラ・
グループの加盟校でもある。アイルランド研究も盛んな大学であり、アイルランド語を学ぶコースも開講さ
れている。40以上のクラブ、70のソサエティーがあり学生生活は活発である。全スタッフ・学生が所属の
大学・周辺の特徴
「文学＆ディベートソサエティー」が最大。「ドラマ・ソサエティー」もフェスティバルなどで重要な役目を果た
す。
ゴールウェイ市は、人口約5万人のうち15％が学生という学生街。かつゴールウェイ市は1920年代に
アイルランド最初の映画館が 創設された場所であり、国際的にも有名なアートフェスティバルが行われ
るなど、アイルランド文化の中心地として高く評価されている。
※上記の内容は変更になる可能性があります。予めご了承ください。

