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リーズ大学(University of Leeds)The Language Centre   提携：2009年～                     

担当教員：花田（英語 2専攻）／杉浦（JIC専攻）期間：春学期 5月～9月 秋学期 10月～12月/3月 

＜所在地＞ The language centre,  University of Leeds,  Leeds,  LS2 9JT , U.K.      

 ホームページ http://www.leeds.ac.uk/ リーズ大学日本語サイト： http://www.leeds.jp/ 

Language Centre： http://www.leeds.ac.uk/arts/info/20056/language_centre 

＜沿革＞ リーズ大学は19世紀後半から20世紀初頭にかけて産業や工業の近代化を支えるために英国の主

要都市に創設された一連の大学の 1 つ。19 世紀に創設されたYorkshire College of Science and 

Technology と Leeds Medical School の 2 校が合併し 1904 年に誕生。校舎に「赤いレンガ」が

使用されたことから、マンチェスター大学やシェフィールド大学と共にRed Bricks の愛称で知

られる。大学は質の高い教育を行っていることで、国際的に評価が高く、留学生に対しての配慮

が行き届いている。現在 170 カ国以上から約 13,000 人の留学生がリーズ大学で学ぶ。 

＜特色＞ 

 

 

 

 

 

    

  ★2023 年 

 ★2023 年 

2024 年 

2024 年 

LC と LC のプログラムは、ブリティッシュ・カウンシルの Accreditation UK によって高

品質の EFL(English as a foreign language)として認められている。LC は語学専攻ではな

い学生に外国語の授業を実施し、かつ英語を母語としない者向けのプログラムを提供。設備

は大規模、高品質であり、技術的なリソースも多く揃っている。麗澤生が受ける General 

English は多様な国籍の学生が最大 16 名のクラスで学ぶ。時期により日本人が多いときも

ある。JIC 専攻の場合、ランゲージセンターで受けた英語の授業は外国語 16 単位として認定。

英語２専攻の場合は英語演習、専門科目などに認定される。 

夏期短期研修：8/7（(月)～9/8(金) 5 週間 

秋学期留学：10/2(月)～12/15(金)  11 週間、又は＋1/15(月)～3/15（金）まで延長可 

Spring Short-term Programme：2/19(月)～3/15(金)  4 週間 

春学期留学：5/2(月)～5/26(金)【4 週間】+ Summer Programme 7/4(月)～9/8(金)【10 週間】  

合計 14 週間  (週 21 時間×計 14 週間=294 時間)  

＜宿泊＞ ホームステイまたは大学宿舎を選べる。 

＜生活＞ 

 

 

 

リーズ市は、ロンドンとエジンバラの中間（どちらも列車で約 2時間半）にある国際的な都市。

街の中心から車で 30 分の範囲に約 220 万人が住み、学生の都市としても高く評価されている。

大学は「北のナイツブリッジ」と呼ばれるショッピング・モールから歩いて 10 分ほど、リーズ

駅も徒歩圏内。リーズ空港から大学まではタクシーで約￡20。 

＜条件＞ 

 

TOEIC500 点以上（応相談）。英語 2 専攻は累計GPA1.5 以上であることも必須。 

＜2 年次後期に留学する場合＞留学時の必修科目については、各学部・学科で異なる。各自確認

の上渡航すること。「道徳科学B」および「外国語Ⅳ」については、下表のとおり。 

 

 

 

 

＜留学時期＞ 2 年次以上第 2 学期または 3 年次以上第 1 学期 

＜奨学金制度＞ 麗澤大学海外留学奨学金 

 

道徳科学B　帰国後に履修

国際学科 外国語Ⅳ（現地で履修できなかった場合）帰国後に履修

GB学科 道徳科学B　帰国後に履修

外国語学部

国際学部

http://www.leeds.ac.uk/


2022.8.19

3月 3月

4月 リーズ大学留学説明会 4月 単位認定申請書類提出

秋学期留学申込｢留学願」[スコアコピー｣｢留学支援アンケート」｢和文成績証明書(GPA付）」

5月 サマープログラム募集説明会 5月

秋学期書類提出〆切　　　→　　　国際交流センター

サマープログラム短期申込（〆切5月中旬）　→ 国際交流センター

秋学期申請書類リーズへ送信（〆切8下旬頃必着）

「留学願」承認（6月または7月）

6月 サマープログラムOnline Application 6月

リーズ大学教員による留学説明会

リーズ大学より「入学許可書」、ホームステイ申込書到着

秋学期留学渡航準備説明会 春学期授業終了・帰国

7月 秋学期：寮・ホームステイ申込書送付 7月

留学事前セミナー

秋学期：最終渡航説明会

サマーの授業料とホームステイ費用はコース開始前までに支払う

8月 サマープログラム出発 （2022.8/1-9/2：5ｗｋｓ） 8月

31日 麗澤大学授業料納付期限（学園経理課）

9月 9月

サマープログラム終了、単位認定書類提出

前期の授業料とホームステイ費用はコース開始前までに支払う

春学期留学申込｢留学願」[誓約書｣[スコアコピー｣｢留学支援アンケート」｢和文成績証明書（GPA付）」

10月 秋学期留学出発 10月

春学期書類提出（〆切10月中旬）　→　国際交流センター

春学期申請書類リーズへ送信（〆切11下旬必着）

11月 「留学願」承認（10月または11月） 11月

春学期留学渡航準備説明会

（申請書受理から2週間以内に）

12月 リーズ大学より「入学許可書」、ホームステイ申込書到着 12月

プログラム開始2か月前までにホームステイ申込書送付

1月 1月

春学期最終渡航説明会

留学事前セミナー

前期の授業料とホームステイ費用はコース開始前までに支払う

2月 春学期留学出発 2月

3月 3月

秋学期留学授業終了・帰国

 31日 麗澤大学授業料納付期限（学園経理課）

リーズ大学　　担当教員：　花田(英語）/ 杉浦（JIC）

留学手続スケジュール

・｢留学願」
・「誓約書」 保証人自筆署名・捺印
・｢留学支援アンケート」
・和文成績証明書（GPA付）
・TOEFL/TOEIC SCOREコピー
・パスポートコピー（A4で100％カラーコピー）
*麗澤大学海外留学奨学金申請書類(希望者）

帰国後2週間以内に単位認定手続き書類を提出

・｢留学体験記」A4で2枚以上（写真添付）

・海外留学単位認定願

・留学先成績証明書

・シラバス/時間割

・｢留学願」
・「誓約書」 保証人自筆署名・捺印
・｢留学支援アンケート」

・和文成績証明書（GPA付）

・TOEFL/TOEIC SCOREコピー
・パスポートコピー（A4で100％カラーコピー）

*麗澤大学海外留学奨学金申請書類(希望者）

≪JICの学生の2年2学期からの留学参加条件≫

・日本語を第一言語とする者の場合

1年2学期終了時に、基礎演習科目10単位

以上修得済みである事。

・日本語を第一言語としない者の場合

2年2学期からの海外留学は「Sコース留学生」で

1年2学期終了時に基礎演習6単位以上修得
済みである事。A/Bコース留学生は３年次以降に

留学する。
・いずれも4月のオリエンテーション期間中に専攻教

員から2年次科目について履修指導を受ける事。

出発前にOnline Placement testを受ける



2023.3.31

￡1＝ 165

１）留学先での費用 ポンド￡ 金額(半年） 支払い方法

リーズ大学LC授業料　￡347/ｗｋ
*￡10/wk discount適応

▼最初のタームの授業料はプログラム開始3週間
前にInvoiceが来るので、オンラインで手続をす
る。

▼Semester 1　（10/2-12/15　11ｗｋｓ） £3,817 ¥629,805 ▼後期タームの授業料は現地で支払う。

ホームステイ費用 （￡231×11週　10/2-
12/15)

＊平日朝夕食、週末3食含む　追加は￡33/day

現地での生活費概算 (1万円/週) ¥110,000 11週間で計算

合計① £6,358 ¥1,159,070

２）渡航費用

航空運賃(往復2023年4月発の例） 2023.4.30発エミレーツ航空往復の例）

発券手数料 れいたくツアーズ

成田空港施設使用料

海外空港税、航空保険料・燃油特別付加運賃

国際観光旅客税 ※日本でのビザの申請は必要ない。

海外旅行傷害保険(3ヶ月の1例） ¥24,760

合計② ¥286,710

留学費用概算　合計①＋② ¥1,445,780

３）麗澤大学への納入金

授業料(1学期分) ¥415,000

施設費(1学期分) ¥150,000 期日までに廣池学園経理課へ振込む。

学友会費　　1学期のみ納入 ¥6,000 （第1学期分3/31／第2学期分9/19）

後援会費 ¥30,000

合計③ ¥601,000

留学費用概算　合計①＋②＋③ ¥2,046,780

¥261,950

リーズ大学

留学費用(概算)（2023年度10月開始11週間の例)

£2,541 ¥419,265
出発前にInvoiceが届くのでホームステイ費用を日
本あるいは現地で支払う。

▼希望により、大学宿舎も選べる。
費用：￡107～￡162/week（self-catered)

▼寮の場合はdepositの￡200が必要(返金あり）。
出発前に支払う。



2022.9.12

留学費用(概算)（2023年度春学期留学の場合) ￡1＝ 165

１）留学先での費用 短期研修4週間 5月開始14週間 支払い方法

2/13～3/10(4wks）
5/2～5/26(4wks)+
6/26～9/1（10wks）

リーズ大学LC授業料　￡320/ｗｋ £1,280 £4,480
▼最初のタームの授業料はプログラム開始
1週間前にInvoiceが来るので、オンラインで
手続をする。

ホームステイ費用 （￡217x4週/18週） £686 £3,906 ▼後期タームの授業料は現地で支払う。

＊平日朝夕食、週末3食含む　追加は￡31/day

▼希望により、大学宿舎も選べる。
費用：￡107～￡162/week（self-catered)

▼寮の場合はdepositの￡200が必要(返金
あり）。出発前に支払う。

現地での生活費概算 (￡70/週) £280 £1,260
空港～送迎費(option:片道￡60～）

合計￡ £2,246 £9,646

合計円① ¥370,590 ¥1,591,590

２）渡航費用(2022年の例）

航空運賃(マンチェスター往復の例） ¥87,300 ¥87,300 2022.9.30発エミレーツ航空往復の例）

発券手数料 ¥5,500 ¥5,500 れいたくツアーズ

成田空港施設使用料 ¥2,660 ¥2,660

海外空港税、航空保険料・燃油特別付加運賃 ¥105,000 ¥105,000

国際観光旅客税 ¥1,000 ¥1,000 ※日本でのビザの申請は必要ない。

学研災海外留学保険(31日/5ヶ月の1例） ¥9,700 ¥44,030 拡充プラン歯科治療付

合計② ¥211,160 ¥245,490

留学費用概算　合計①＋② ¥581,750 ¥1,837,080

３）麗澤大学への納入金

授業料(1学期分) ¥415,000

施設費(1学期分) ¥150,000 期日までに廣池学園経理課へ振込む。

学友会費　　1学期のみ納入 ¥6,000 （第1学期分3/31／第2学期分9/19）

後援会費 ¥30,000

合計③ ¥601,000

留学費用概算　合計①＋②＋③ ¥2,438,080

リーズ大学Language Center

出発前にInvoiceが届くのでホームステイ費
用、　仲介・保証料を合わせて日本あるいは
現地で支払う。



2022.8.30 

リーズ大学ランゲージセンター 

履修科目と単位認定(例)                               

単位認定は、きちんと勉強したかどうか、リーズ大学からの Individual Progress Report などに基づき 

判断される。個人によって認定科目は異なるので以下の例は参考として見ること 

◆2019 年 2 月～7 月留学の認定例 ＜英語コミュニケーション専攻 3 年生 比較文化・文明副専攻＞ 

リーズ大学 ランゲージセンター 麗澤大学 

履修科目 時数(分) 認定科目・区分 単位数 

≪General English Programme≫  

Term 1(5 週間)+Term 2(10 週間) 

Language Skills     4050 分 

Language Development  5400 分  

British Life&Culture    5400 分 

English Pronunciation   1350 分 

Discussion Skills        2700 分 

18,900 

Reading Workshop A 上演・必 1 

Discussion/Debate A   上演・必 1 

海外留学上級演習 A, B 上演 2 

海外留学上級演習 C, D 上演 2 

海外留学上級研究 A  上専・ゼ 2 

海外留学上級研究 B,C,D,E,F,G   上専 12 

海外留学上級研究 H 上専 2 

 合計 22単位 

◆2018 年 10 月～2019 年 3 月留学の認定例 ＜英語英米文化専攻 2 年生 英語圏地域副専攻＞ 

リーズ大学 ランゲージセンター 麗澤大学 

履修科目 時数(分) 認定科目・区分 
単位

数 

≪General English Programme≫  

Term 1(6 週間)+Term 2(11 週間) 

Language Skills     7200 分 

Language Development  5400 分 

British Life&Culture    7200 分 

Discussion Skills    3600 分 

Review & Consolidation 900 分 

24,300 

Reading in Culture&Society Ⅳ 基演・必     1 

EnglishWorkshop Ⅳ 基演・必 1 

Speaking Strategy Ⅳ 基演・必 1 

Writing Ⅳ 基演・必 1 

English for Communication Ⅳ 基演・必 2 

海外留学基礎研究 A 入概 2 

海外留学基礎研究 B,C,D,E,F,G 副専 12 

海外留学基礎研究 H 自由選択 2 

海外留学基礎演習 A,B 自由選択 2 

 合計 24単位 

【The General English Programme 時間割例】 

 

 

 

 

 

 

 

 

・21 timetabled hours per week 

・3 hour class each morning Monday – Friday 

・2 hour class on Monday, Tuesday and Thursday afternoons 

・Wednesday and Friday afternoons are independent study time 



2022.11.8 

リーズ大学                              

留学に際しての留意事項 

留学前 ・各種説明会、事前のオリエンテーションに参加すること。 
・何事も早めに準備し、締め切りを守ること。 
・パスポート(写真のページだけでなくスタンプのあるページも）、海外旅行保険、入学許可書など

の重要書類は必ずコピーをとり、家族と自分用に別に保管すること。 
・持病のある人は病歴、処方箋等を記した健康診断書(英文)を持参すること。 
・持って行くと良いもの：常備薬、クレジットカード、国際キャッシュカード、写真 2 枚 
 変換プラグ（BF タイプ） 
・ 2 年次後期に留学する場合、留学時の必修科目については、各学部・学科で異なる。各自確 
認の上渡航すること。 

・Acceptance letter(入学許可書）、授業料支払い済み証明書、滞在先の証明、帰国便の航空券を

忘れず持参すること。6 ヶ月以内の滞在は、観光ビザ(事前申請不要)で入国でき、「就学(短期学

生ビザ)」も可能。6 ヶ月以上 11 ヶ月までの場合は渡航前に Short-term study visa を申請する。 
・日本から荷物送ってもらわなくて済むように準備をすること。 

留学中 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Homestay 

留意事項 

 

・到着後メールで家族と麗澤大学へ連絡すること。携帯電話番号などわかり次第連絡すること。 
・現地に到着後 1 週間以内に、外務省ホームページから在留届をダウンロードし、在ロンドン総領

事館に提出するか、インターネットで提出すること。(3 ヶ月以上の滞在者) 
・留学プログラム期間中、各セッション中に必ず一度は｢留学生現地レポート｣を送ること。 
・授業の時間割が決まったら、時間割表(ホームページからダウンロード)を麗澤大学国際交流セン

ターにメールで知らせること。 
・留学プログラム終了以後の行動は、すべて個人の責任において行うものである。留学終了が近 

  づいたら留学プログラム終了日から帰国日までの予定を両親と担当教員、国際交流センターに知

らせること。帰国日が決まり次第、国際交流センターにメールで帰国日と便名を知らせること。 
・帰国予定日を超えて滞在する場合は成田到着までカバーできるよう海外旅行保険の延長を忘れ 
にすること。 

・車、バイクの運転及びバイクの同乗は禁止。夜間タクシーには絶対一人で乗らない。 
・家族の一員となるよう努力し、生活の仕方、規則などを理解し守ること。電気や水を節約する。 
・何でもホストファミリーに相談し、必要であれば事前に許可を得ること。 
・整理整頓に気を配り、自室やバスルームをいつも綺麗に保つこと。 
・自分の興味・関心をホストファミリーに話し、まずは自分に関心を持ってもらう。 こちらから

もいろいろ質問し働きかけ、意思表示をはっきりすること。過度な遠慮は無関心ととられる。 
・食事の時には一日の出来事、翌日の予定などを話し、ホストファミリーと積極的にコミュニケー 

ションを図ること。食事に遅れる時、帰りが遅くなる時など早めに電話し連絡をすること。 
帰国後 

 

・直ちに担当教員、国際交流センターまで連絡すること。 
・ 帰国後2週間以内に、単位認定申請の手続きをすること。 留学報告書は A4 で 2 枚（ 2400 字）

以上、適切なタイトルをつけ、一緒に掲載できる写真を 1~2 枚 jpg で添付し、国際交流セン

ターへメールで提出すること。 
・単位の互換状況を確認し、その後の履修計画を 自己責任において 立てる。 
・各種留学説明会など積極的に参加すること。 
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