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University of Oregon (American English Institute）担当教員：モーガン、伊藤     
概要（提携 2017 年～   ）9 月下旬～3 月下旬(6 ヶ月/9 ヶ月) / 3 月下旬～ (5 ヶ月/9 ヶ月)  
＜所在地＞ 

ホームページ：         
107 Pacific Hall , 5212 University of Oregon, Eugene, OR 97403-5212  
https://www.uoregon.edu/    https://aei.uoregon.edu/ 

＜沿革＞ 1876 年創立のオレゴン大学は、あらゆる分野で高い評価を受け、Best Global Universities の

Top2％に入っている。特にジャーナリズム、建築学、音楽、物理、生物化学などは非常にレベ

ルが高い。学生総数は 24,000 人、そのうち留学生は 102 の国と地域から 3,200 名が在籍して

いる。学生対教授の割合は、18:1 と非常にアットホームで行き届いた教育がなされている。大

学付属英語コース（American English Institute）は、レベルは 7 段階で、大学準備として総

合的に英語力を伸ばすようにカリキュラムが組まれている。英語コースで基準点に達すれば入

学が認められる条件付入学が可能である。TOEFL iBT88 (PBT575)が正規入学基準であるが、 
iBT61 (PBT500)以上になると大学の授業と英語コースを並行して進めることが出来る。 
教師は全て master か doctor の学位取得者で、質の高いフレンドリーな教育を行っている。 

＜特色＞  

 

 

 

 

 年間平均学生は約 580 名、留学生の出身国の割合は、中国 50％、中近東 23％、日本 10％、

韓国 4％、である。1 クラスの平均人数は 15 名。 
 コース [一般英語] Intensive English Program：初級から上級まで 7 レベルがあり、それ

ぞれ会話と聞き取りに焦点を当てた口頭コミュニケーションと、読み・書きに焦点を当て

た文章コミュニケーションの 2 つの構成になっている。 
 授業時間数：最低週 18 時間の基礎カリキュラムを取り、最高週 6 時間の選択クラスを追

加できる。基礎カリキュラムは、週 12 時間の読み・書き・文法のスキルと週 6 時間の会

話という構成になっている。 
 選択クラスはそれぞれ目標に近づくために役立つ内容を選ぶことができる。ビジネス英語、

映画とディスカッション、現代の音楽、発音などがある。 
 Tutoring と conversation partner programs が利用できる。 
 麗澤生のために 1350 分のサービスラーニングのコースを提供してくれる。単位認定有。 
 多くのアクティビティが無料、又は割引料金で提供される。Cooking night, 

festivals, hiking, camping, sporting events, community service learning projects 
 留学時期：3 月下旬～8 月末/～12 月上旬 9 月下旬～3 月中旬/～6 月上旬  

オリエンテーション 1 週間＋1 ターム 9 週間のサイクルで、年 4 ターム開講される。 
  半年留学の場合は 2 ターム、1 年留学の場合は 3 ターム受講する。 

＜宿泊＞  AEI が直接管理斡旋をしているホームステイのほか、学校寮、学外寮もある。  

＜生活＞ 

 
 

 大学のあるユージーンは、人口 15 万人のオレゴン州第 2 の都市で、都市周辺の人口は 34
万人である。大学から町の中心まではバスで 10 分ほど、空港は車で 15 分の距離にある。

またオレゴンは環境保全には最も進んだ州のひとつで、大気、水質、土質、野生動物保護

などエコロジー研究が進み、治安もよく、安心して暮らせる場所と言える。ユージーンは

身体障害者サポートが行き届いており、大学内だけでなく、ユージーンのすべてのバスシ

ステムが車椅子対応となっている。太平洋、カスケード山脈など豊かな自然に囲まれ、ア

ウトドア愛好者には最適の場所である。NIKE の発祥の地で、Track Town USA として知

られ、各種陸上競技の開催地ともなっている。2022 年には学内の Hayward Field で世界

陸上が行われた。オレゴン州は tax free state。 
＜条件＞  英語 2 専攻：2 年生で留学する場合、TOEIC400 点以上、累計 GPA1.5 以上であること。 

3 年生で留学をする場合、TOEIC450 点以上、累計 GPA1.5 以上であること。(申込時) 
＜留学期間＞  2/3 年次後期～(6 ヶ月/9 ヶ月)、3 年次前期～(5 ヶ月/9 ヶ月) 2 term 又は 3 term 
＜奨学金制度＞ 麗澤大学海外留学奨学金・日本学生支援機構  
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２・３年次～ ３・４年次～

4月 中 募集説明会告知 4月

秋学期留学のための説明会

留学申込み〆切　

外国語学部教員による選考・留学許可

5月 中　入学申請手続き/必要書類提出（国際交流C） 5月

オレゴン大学にApplication書類データ送付

アメリカ学生ビザ申請説明会(国際交流センター）

6月　　 オレゴン大学からI-20到着 6月

渡航説明会：フライト、荷物、経費(振込先)、保険など

Homestay Application (online)

7月 7月

留学事前セミナー(国際交流センター主催）

秋学期留学最終オリエンテーション

8月 8月

下

9月　　 9月 春学期終了

オレゴン大学からINVOICE：クレジット又は銀行送金（到着後も可）

秋学期留学出発：オリエンテーション開始

春学期留学のための募集説明会

10月上 10月

中 留学申込み〆切　

下 入学申請手続き/必要書類提出（国際交流C）

11月 オレゴン大学にApplication書類データ送付 11月

アメリカ学生ビザ申請説明会　(国際交流センター）

オレゴン大学からI-20到着

渡航説明会：フライト、荷物、経費(振込先)、保険など

12月 12月

Homestay Application (online)

1月 留学事前セミナー(国際交流センター主催） 1月

2月 2月

下 春学期留学最終オリエンテーション

3月 3月

オレゴン大学からINVOICE：クレジット又は銀行送金（到着後も可）

秋学期終了

春学期留学出発

　　　　　　　　　　　　　　オレゴン大学（AEI)     担当教員：　モーガン、伊藤

・｢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）

・Online Application *メールにより指示。5月末迄にする。

・英文財政証明書(預金残高証明書：ドル建）

＊原本はビザ申請に使い持参する

・麗澤大学英文成績証明書

・麗澤大学海外留学奨学金申請書類(希望者）

★Immunization Form

(余裕を持って作成し、出発時に持参する）

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

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）

・Online Application *メールにより指示。5月末迄にする。

・英文財政証明書(預金残高証明書：ドル建）

＊原本はビザ申請に使い持参する

・麗澤大学英文成績証明書

・麗澤大学海外留学奨学金申請書類(希望者）

★Immunization Form

(余裕を持って作成し、出発時に持参する）
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１）Estimated Costs Fall 2023 Winter 2024 秋学期6ヶ月 日本円 How to Pay
1ターム：2.5ヶ月

（1+9週間プログラム）
9/25-11/30 1/10-3/14

AEI Tuition ($4875-10%) $4,387.50 $4,387.50 $8,775 ¥1,184,625 ～2024 spring 4/3-6/6 (8.5ヶ月の場
合）

International Student Fee $200 $200 $400 ¥54,000 春学期分として約120万円必要

UO Fees $935 $935 $1,870 ¥252,450

Health Insurance $1,040 $1,040 $2,080 ¥280,800

Books and Supplies $250 $250 $500 ¥67,500
ID card* $10 $10 ¥1,350
Placement test* $45 $45 ¥6,075  Residence Hall(学内寮食事付）

Homestay application fee*
＄150waived

 $4,800（fall/winter/spring)
(Double Room, 16 meals/wk)

Homestay $750/月
2meals$25/day →3ヶ月

$2,250 $2,250 $4,500 ¥607,500

平日昼食代

合計 $9,118 $9,063 $18,180 ¥2,454,300

Airfare（Narita - Eugene) ¥323,560 2022年9月23日発日本航空往復の例

surcharge シアトル経由ユージーン

airport tax (Narita,
Eugene)
発券手数料

学生ビザ実費
＄160+SEVIS$350 $510 $510 ¥71,400 大使館指定レート（$1=140円）

学研災海外留学保険 ¥46,800 拡充プラン（6ヶ月の例）

合計② ¥441,760

留学費用概算：合計①＋② ¥2,896,060

授業料 ¥415,000
施設費 ¥150,000

学友会費　　1学期のみ納入 （第1学期分3/31／第2学期分9/19）

後援会費

合計③ ¥565,000

留学費用概算：合計①＋②＋③ ¥3,461,060

University of Oregon： American English Institute 

AEI (Estimated Costs 2023-24）

２）渡航費用(2022年概算）

３）麗澤大学への納入金

期日までに廣池学園経理課へ振り込
む。
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１）Estimated Costs Spring 2023 Summer 2023 春学期5ヶ月 日本円 How to Pay
1ターム：2.5ヶ月

（1+9週間プログラム）
4/3-6/13 6/26-9/1

AEI Tuition ($4875-10%) $4,387.50 $4,387.50 $8,775 ¥1,228,500 ～2023 fall(8ヶ月の場合）

International Student Fee $200 $200 $400 ¥56,000 秋学期分として約120万円必要

UO Fees $875 $875 $1,750 ¥245,000

Health Insurance $1,026 $1,026 ¥143,640

Textbooks $250 $250 $500 ¥70,000
ID card* $10 $10 ¥1,400
Placement test* $16 $16 ¥2,240  Residence Hall(学内寮の場合）

Homestay application fee*
＄150waived

 $4,800（fall/winter/spring)
(Double Room, 16 meals/wk)

Homestay $750/月
2meals$25/day →3ヶ月/2.5ヶ月

$1,875 $1,875 $3,750 ¥525,000

平日昼食代1000円/日,2万円/月

合計 $8,640 $7,588 $16,227 ¥2,271,780

Airfare（Narita - Eugene) ¥323,560 2022年9月23日発日本航空往復の例

surcharge シアトル経由ユージーン

airport tax (Narita,
Eugene)
発券手数料

学生ビザ実費
＄160+SEVIS$350 $510 $510 ¥71,400

学研災海外留学保険 ¥38,400 拡充プラン（5ヶ月の例）

合計② ¥433,360

留学費用概算：合計①＋② ¥2,705,140

授業料 ¥415,000
施設費 ¥150,000

学友会費　　1学期のみ納入 （第1学期分3/31／第2学期分9/19）

後援会費

合計③ ¥565,000

留学費用概算：合計①＋②＋③ ¥3,270,140

University of Oregon： American English Institute 

AEI (Estimated Costs 2023）

２）渡航費用(2022年概算）

３）麗澤大学への納入金

期日までに廣池学園経理課へ振り込
む。



2022.8.29 

オレゴン大学  

履修科目 (例)                               

履修科目、認定科目、単位数は個人によって異なるので以下の例は参考として見ること。 
2 年生後期で留学する場合は、帰国後必ずと道徳科学 B を履修しなければならない。 
 

◆2019 年 9 月〜2020 年 3 月留学の認定例  

＜英語コミュニケーション専攻 2 年の一例＞ 
2019 年秋学期（American English Institute : AEI 語学プログラム） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
クラス構成 15 人前後 
⇒日本人、サウジアラビア 中国、タイ、イランなど 金曜日は全休だったため、 コーヒーアワーという現地

の学生と交流できるパーティーを行った。 
 
 
授業形式（AEI） 
Level1~6 まであり最初のテストで分けられる 
 
• Grammar 
英文法学習を中心としている授業。長文を品詞分解したり、学んだ文法を使って文を作り、スピーチするなど。 
 
• Speaking ＆ Listening 
Ted Talk などの動画を見てそのトピックについてディスカッションし、スピーキング力を身につける授業。 
週即興スピーチがあった。 
 
• Reading & Writing 
学部授業で使えるようなレポートの書き方を学ぶ。 
 
• Student success 
オレゴン大学やアメリカの文化について学ぶ。現地学生のチューターが毎授業来てくれる。 
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◆2019 年秋学期（オレゴン大学：学部授業） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
クラス構成 
 
• WR 121 

25〜30 人くらいの少人数（現地学生＋インターナショナル生） 
• LING 294 

約 50 人の現地生 
• LING150 

約 50 人の現地生 日本人留学生数名 
 

各 4 単位 
 
授業形式 
 
• College Composition I WR121 （１コマ 50 分 週 3 コマ） 

アメリカ現地生の主に一年生の必修科目。アカデミックなエッセイの書き方を学ぶ授業。 
 
• Child language LING 294 （１コマ 110 分 週 2 コマ） 

子供の言語発達について 
 
• The Structure of English Words LING150（1 コマ 50 分 週 2） 

言語学について 
 
 
 



2022.8.18 

オレゴン大学 AEI  担当教員：モーガン、伊藤   

留学に際しての留意事項 

留学前 ・募集：4 月上旬/10 月上旬、申込〆切 4 月下旬/10 月中旬 

・必要書類：①｢留学願｣②｢誓約書｣③｢パスポートコピー｣④「スコアコピー」⑤「留学支援アン

ケート」⑥英文成績証明書 ⑦* Bank Statement（*英文銀行残高証明書：必要残高は申請時に

知らせる。半年で約 200 万円程度） 

・③④⑥⑦のデータを 5 月中旬/10 月下旬に AEI に送信する。入学申請は Online で行う。 

・I-20 の到着を待ってビザ申請の手続きを始める。ホームステイの申請を Online で行う。 

・Health Form(MMR 他)は出発前に作成し持参する。 

・学費その他必要経費は出発前にクレジットカード、又は銀行送金をする。到着後の支払いも可。 

・パスポート(全ページ）、海外留学保険、入学許可書（I-20）、Health form などの重要書類は 

必ず複数コピーをとり、家族と自分用に別に保管すること。 

・留学申込者は各種説明会、事前セミナー、出発前オリエンテーションなどに必ず参加する。 

・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。 

･ 歯の検査、治療をしておくこと。 

・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 

・2 年後期で留学する場合、留学先で 3 年以降の専門のコースゼミナールの申し込みをする。 

  (10 月)。興味あるゼミの先生に留学前に話を聞いておくこと。 

・I-20 を絶対に忘れないこと。ビザ申請時の書類は必ず持参すること。荷物の重量を事前にはか

り、手荷物規定をよく守って準備すること。 

留学中 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 到着後，メールで家族と国際交流センターへ連絡する。携帯電話番号、時間割などもわかり

次第連絡すること。「在留届」の手続を WEB で行うこと。 

・ 到着後 Health form を提出し、必要な予防接種を受ける。大学の医療保険に加入する。 

・ 留学プログラム期間中、定期的に担当教員及び国際交流センターに E-mail で近況を報告する

こと。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。 

・ 留学中のアルバイト、車の運転は禁止。ドラッグ、男女関係は特に注意する。 

・ 旅行や一時帰国などで出国する場合は、必ず I-20 の手続をして持参する事。 

・ 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。海外旅行保険の期間を超えて滞在する場合は、必ず延長 

手続きをすること。 

・ お世話になった人々にお礼の挨拶を忘れない。 

・ Yes, No をはっきりと。都合が悪い、嫌な時は毅然とした態度で断ること。 

・ 留学プログラム終了後の行動はすべて個人の責任において行うものである。 

・ 帰国前に成績証明書を送ってもらうように手配すること。 

帰国後 ・ 帰国後、直ちに担当教員、国際交流センターまで連絡する。 

・ 帰国後 2 週間以内に、留学体験記を 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 枚添付し、国際交流センターへメールで提出すること。 

・ 帰国後 2 週間以内に海外留学単位認定申請など、必要書類をそろえて Google Classroom にて

提出し、単位認定手続きを行うこと。 

・ 単位の互換については自己責任において確認し、その後の履修計画を立てること。 
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