
 

今は海外に行きたいという気持ちを抑えている方が多いと思いますが、 

留学したい人、興味ある人、今のうちに下調べをしておきませんか？ 

 

.:*・゜生協では 1 年間の長期留学から 1 週間の短期留学まで手配可能です.:*✈:.。 

 

 

神奈川大学人気留学先 

・セブ島（フィリピン） 

1 年中温暖でリゾートでの環境の中勉強できます。 近くて費用が安いのも魅力の 1 つです。 

1 日中みっちり授業があるので短期集中でがんばりたい人には特におすすめです。 

※祝日が多いので、8 月は授業が週 4 日間になります。 

しっかり勉強したら、休日には中心部にあるショッピングモール<アヤラセンター>でお買い物したり、

きれいな海でリフレッシュしましょう。 

 

・バンクーバー（カナダ） 

親切な方が多く、治安もよく、町も自然も楽しめる街です。 

‟建物が美しい”と有名な図書館があるので、仲良くなった友だちと土日に勉強できますよ。 

また、スタンレーパークは広大な敷地内にお店や水族館、トーテムポール、フラワーガーデン、展望スポ

ット etc…。気になるスポットに行ってみましょう！ 

さらに、冬季オリンピックの地ウィスラーや、アメリカ・シアトルにも近いので、観光に行くのもいいです

ね。 

冬でも雪が積もることは少ないので冬に行かれる方も多いです。 

 

・ロサンゼルス（アメリカ） 

アメリカの中では西海岸が人気です。比較的料金も安く、すごしやすいです。 

UCLA があるビバリーヒルズは学生街であり、町もきれいです。 

映画好きの方は、やはりハリウッドエリアがお勧めです。映画館が多いですよ。 

特にロサンゼルスは午後の自由時間にハリウッドマークまでハイキングやユニバーサルスタジオ、ディ

ズニーランドにも行けます。 

体験レポートも参考にご覧ください↓ 

http://www.ku-coop.org/wp-content/uploads/2016/03/e955fb0f13e6f7cd8176

b08a5cb76748.pdf 

http://www.ku-coop.org/wp-content/uploads/2016/03/e955fb0f13e6f7cd8176b08a5cb76748.pdf
http://www.ku-coop.org/wp-content/uploads/2016/03/e955fb0f13e6f7cd8176b08a5cb76748.pdf


   相談に来られる方に多い質問はこちらです↓ 

 

Ｑ．どのくらいの期間行けばいい？ 

Ａ．2 週間は慣れてきた、または慣れる前に帰国になる。 

3 週間目から伝えることができるようになってくる。 

4 週間が一番お勧め。 

また、アメリカは授業はだいたい AM のみ、ＰM はアクティブ（語学学校で行っているツアーやイベ

ントなど）に参加したり、自由時間となります。なので長くても 2 ヶ月ぐらいがいいと思います。 

 

Ｑ．1 年間留学に行きたい！ 

Ａ．1 年間の長期になると、基本的に学生ビザが必要になります。 

  2～3 ヶ月前には申し込まないと間に合わないので注意してください！ 

目的が決まっているようでしたらそれに沿って対応しますが、 

あまり決まっていない場合は、とりあえず英語のスキルアップを目標に 3 ヶ月ぐらいセブに行き、

その後6ヶ月ぐらい他の国(イギリスやバンクーバーなど)に行くことがお勧めです。その場合、ビザ

は不要です。（2020 年 5 月現在） 

3 年生の場合は就職活動のことも考えると、12 月か 1 月には帰ってきたほうがいいですし、4 年

生で休学して行こうと考えている場合は3年生のうちに最大限単位を取っておいて、帰ってからす

ぐ英語力が落ちる前に就活したほうが、留学を生かせると思います。 

職種によって面接の時期など違うので確認して計画を立てておきましょう。 

 

Ｑ．どこがいいですか？ 

Ａ．行きたいところは自分に合いそうだなと思うところでいいと思います。 

街中がいい、自然が多いところがいい、または美術館や博物館にたくさん行きたいなど、せっかく

のチャンスなので英語以外の面で海外に憧れていることでも選んでもいいと思いますよ。 

また、初めての留学であれば直行便で行けるところがお勧めです。 

 

Ｑ．水不足が心配なのは？ 

Ａ．オーストラリア：年中水不足の国です。シャワーの時間制限があります。 

アメリカ西海岸：制限はないですが日本と同じ感覚で使うと小言を言われるかも…。 

イギリス：熱いお湯を溜めておいて使うので、使いすぎるとお湯がなくなるので注意！ 

 

＊海外でのお風呂は滞在先にもよりますが基本的にシャワーのみと思っていたほうがいいと思います。 

また国により軟水・硬水が分かれているので、おなかを壊す方もいます．．．。 

出発前に確認しておくようにしましょう。ちなみに日本は概ね軟水です。 

  

Ｑ．支払いはどのようにすればいいですか？ 

Ａ．お申込金は指定の期日までにお支払いください。 

残金の支払いは出発 2 週間前までにお願いします。 

クレジットカードは生協の TUO カードは可能です。 

または生協のローンもご利用できます。  



Ｑ．神大でやっている留学と何が違う？ 

Ａ．大学の留学→単位取得可能。現地はオンキャンパス、航空券や手続き関連は各自となります。 

生協の留学→単位は取れないですが、その他の手続きは生協におまかせください！ 

業者のサポートもしっかりしてますので、現地で困ったことがあっても安心です。 

 

 

～✿◌ฺ ♧もっと詳しく知りたい方、生協取扱先に直接聞いてみよう✿◌ฺ ♧～ 

一部オンラインカウンセリングを行っています！スタッフの方は皆さん優しいので、 

「こんなこと聞いてもいいのかな？」ということでも丁寧に答えてくれます。 

これも留学への一歩です。行く前に不安を少しでもなくしておきましょう！ 

また、オンラインカウンセリングを行っていない会社でご質問ある方は 

別途メールにてご連絡ください。生協から確認して回答致します。 

 

.:*取扱代理店.:*  

JGC  ㈱ＪＴＢガイアレック (英語圏・中国語・韓国語・アジア英語) 

JACC  日本アジア文化センター (中国語・韓国語・アジア英語・アジア諸国) 

EF   ＥＦ・エデュケーション・ファースト・ジャパン㈱（英語圏・ヨーロッパ言語） 

STA   ㈱エスティーエートラベル (英語圏・アジア英語・英語ツアー) 

LSI   ランゲージスタディーズインターナショナル（英語圏・スペイン語・ヨーロッパ言語） 

WISH   ウイッシュ インターナショナル㈱（英語圏・ヨーロッパ言語） 

EAS   エデュケーショナル・アシスタンス・サービス（英語圏） 

UTS  国際教育センター（英語圏・ヨーロッパ言語） 

RJ   ㈱留学ジャーナル（英語圏・ヨーロッパ言語） 

ISS   ＩＳＳ㈱国際交流センター（英語圏） 

BRCJP  ㈱NEW PLACE（イギリス・マルタ・アイルランド） 

 
各社パンフレットは生協に用意してあります。

ご希望の方には資料を発送しますので、 
メールにてご連絡ください。 

 

お問合せ先:ku-pg1079@ku-coop.or.jp 
*お返事にお時間がかかる場合がございます。 

 
また、11月20日（金）に留学フェアを開催予定です。 

上記代理店スタッフが神大にやってきてみなさんの疑問質問に答えてくれます！ 
ぜひご参加ください。 

留学フェアの様子 



英国留学専門　BRCJP
http://www.brcjp.com
0120-154-859　　LINE＠BRCJP



ご質問、オンライン・カウンセリングに関するご相談は

長期語学留学[海外語学留学　厳選校]　　短期語学留学[アクティブ・EASスクール]

新型コロナウイルスの影響による各国の渡航規制の情報や、取消規定例などもご案内いたします。

カナダ・アメリカ・イギリス
マルタ・アイルランド・オーストラリア
ニュージーランド・フィリピン

◎こんな方にオススメ◎

□オンラインレッスンにも興味がある（語学学校の先生が行います）

□どこの国にしようか決められない

□自分に合った学校の選び方がわからない

□取消や変更は？

□英語が全然できないので不安・・・

□いつ頃行くのがベストなの？

□とにかく費用を抑えたいんです

などなど！

あなたに合った最適な留学先をご提案します♪

予約の方を優先しているため待ち時間一切なし！
交通費もかからず全て無料、お金節約！
自宅から気軽に相談できる！
周りをきにする必要なし！
移動時間なし！
PCがなくてもスマホで可能！
大学生協の指定代理店なので安心！

【大学生協アクティブ指定代理店】エデュケーショナル アシスタンス サービス

大学生協オリジナル企画EASカラー　パンフレット

お 問い合 わせメール
in fo@aecnet .co. jp　 または
suppor t@eas- r yugaku.com

メールが起動します

◎オンライン・カウンセリングのご予約はこちら◎

ホームページ

オンラインカウンセリング積極受付中！

オンラインカウンセリングはこんなにも
メリットがたくさんっ！

〔私たち、EASってこんなエージェントです〕

私たちは1987年より
AEC (Australasian Education Centre) 

として、
留学に興味のある皆さんに、

オーストラリアとニュージー ランドの
語学学校の紹介をしてきており、

のべ1万人近くの方の
留学のお世話をしてきました。

1998年より、
より多くの皆さんのニーズにお答えするため、
現在のEASに名称を変更すると共に、

アメリカ、カナダ、イギリス、 アイルランド、
ヨーロッパ諸国の語学学校とも提携を結びました。

今までの留学のお手伝 いで養った経験や、
スタッフの留学経験を生かした
適切なアドバイスはもちろん、

皆さんに、より良い体験をしていただけるよう、
全力を尽くしています。

～オンラインカウンセリングの流れ～
Zoomを使用します。パソコンまたはスマホで可能です。開始時間になりましたら、リンクをお送りします。
事前にこちらからご案内を差し上げますのでご安心ください。

事前のお願い・お約束
◎ 予約時に、ご希望の日時をご記入ください。可能かどうか、ご返信差し上げます。平日の業務時間外や土日をご希望の方は、ご相談ください。
◎ カウンセリング時間は1回につき、およそ40分程度までです。
◎ Zoom以外のアプリをお願いする場合もあります。その際はご連絡差し上げますので、ご協力をお願いいたします。
◎ 万が一キャンセルや日程変更をされる場合は、事前にEASへ必ずご連絡ください。
◎ 通信事情や、その他 弊社のやむを得ない事情等により、オンラインカウンセリングが不可となった場合は、判明次第速やかにご連絡いたします。



海外留学 EF
オンライン
留学相談！

世界最大級の国際教育機関　国際色豊かな環境で本当のグローバル経験をしよう！

個別でご相談をしたい方

オンラインカウンセリング実施中！
留学に私もいける？どんなプログラムがあるの？
費用はどれくらいかかる？語学力はどれくらい必要？
あなたの疑問にお答えします！
オンラインカウンセリング受付時間
月曜日～土曜日10:00～ 18:00

留学の話を聞いてみたい方向け

RYUGAKU TV
Thomasと Emmaの
二人が留学についての
アレコレを楽しく配信 !

留学オンライン説明会
短期留学、長期留学、留学の
体験談などオンラインで
留学の情報を配信します。

https://efeducation.wufoo.com/forms/xmkysc4036lk24/
https://efeducation.wufoo.com/forms/xmkysc4036lk24/
https://www.efjapan.co.jp/gocampaign/ticket-to-the-world-2019/jp/?source=005100,SCUJP_UNI_Off_UD2020AprActivity


LSIオンライン留学カウンセリング
オンラインカウンセリングで、顔や資料を見ながらカウンセリングを受けることができます。

連絡ツール一覧：
LINE, スカイプ、Zoom
時間を設定しオンラインで資料を共有しな
がらカウンセリングが可能です。
その他、電話やメールでのカウンセリングも
承っております。

LINE

・留学先の場所、学校の選び方
・学校で学べる内容、スケジュール
・学校の雰囲気
・国籍割合
・費用情報
・アクティビティーとは
・他の人がどのような生活をしているか。
・留学までの流れ
・留学行った人のベネフィット
など

カウンセリングの予約は↓↓↓

も
し
く
は

メール予約

(tok@lsi.edu)

も
し
く
は

フリーダイヤルまで

0120
-005
-880



 

WISH 
オンライン留学相談 
ご自宅でお気軽にご相談できます！！ 

夏休みや春休みのプチ留学や未来のキャリアにつなげるための長期留学など 

どんなご相談も受付しています。何を聞いたらいいかわからない方でも、資料

や写真なども見ていただきながら丁寧にご説明いたします。費用や治安、どん

な学校で何が学べるのかなど気になることは何でも聞いてください。 

大学生協お申込特典もご利用いただけます！ 

海外への第一歩をまずはWISH オンライン留学相談から始めましょう！！ 

 

 

 毎週火曜日～金曜日 

（土日・祝日休業） 

10：30～18：00 

1回

30分 

ZOOM を使用いたします。 

ご利用方法は事前にご案内いたします。 

お電話でのご相談も承っております。 

ご予約は下記 QR コードか URLから 

 

 

 

 

 

 

ウィッシュインターナショナル(株) 

〒163-0649 東京都新宿

区西新宿 1-25-1  

新宿センタービル 49階 

TEL：0120-470-791 

Twitter 

info@wish.co.jp 

Instagram  

web@wish.co.jp 
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