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本学の留学プログラムは、「東京都市大学オーストラリアプログラム

（以下、TAP）」と「東京都市大学とカンタベリー大学との留学プログ

ラム（以下、TUCP）」の2つのプログラムがあります。TUCPの参加

条件はTOEIC600点以上、TAPの参加条件はありません。原則と

して英語力に合わせて参加するプログラムを決定します。いずれの

プログラムも、留学先大学の入学およびビザ取得手続き、航空券や

宿泊先の手配などを大学が手配するので、安心して留学に臨むこと

ができます。募集定員は両プログラム合わせて516名。この機会に

留学プログラムに参加してあなたの英語力に磨きをかけましょう。

東京都市大学 留学プログラム

入学前にエントリー

スコア600▲
TUCPに配属

スコア600▼
TAPに配属

入学時
プレースメントテスト実施（TOEIC）

1年次前期･後期
語学準備講座受講 必須

1年次前期･後期
語学準備講座受講 可能

1年次2月～2年次5月
サイクルA留学

2年次8月～2年次11月
サイクルB留学

1年次2月～2年次5月
サイクルA留学

2年次8月～2年次11月
サイクルB留学

留学前にTOEIC600以上を
取得すればTUCPに参加可能

全AO型入試
全推薦入試
原子力人材入試

入試制度別
エントリー期限

留学までの流れ

さらに詳しい情報は   へジャンプ

12/7
FRI

一般入試（中期） 3/4
MON

一般入試（後期） 3/14
THU

センター利用入試
〈後期グループディスカッション型〉 3/25

MON

一般入試（前期）
センター利用入試ほか
〈前期３教科型・５教科基準点型〉

2/20
WED
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■ TUCP
　 45名

■ 留学プログラム

イメージ図

TOEIC 600点

■ TAP（新1年生のみ）
　 471名

TAPとTUCPって
何が違うの？

02 留学プログラムに
関するよくある質問は…

09TUCPって
どんなプログラム？

06TAPって
どんなプログラム？
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TOKYO CITY UNIVERSITY STUDY ABROAD PROGRAM
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Chart

エディスコーワン大学
またはマードック大学

英語科目／教養科目等

・ 語学準備講座で留学前に
英語力を鍛える

・ 留学中は英語と教養科目を学ぶ

・ 留学中は、専門基礎科目を中心に
現地の学生と共に学ぶ

・ 現地到着後は、専門基礎科目を
学ぶための英語集中レッスンあり

英語科目／専門基礎科目等

計12単位 計12単位

受講必須 希望により受講可能
TAP参加者と同じクラスになります

留学先大学 学生寮

16週間

985,000円

ニュージーランド
［クライストチャーチ］

TAP  と TUCP  って何が違うの？

徹底
比較

サイクルA：2～5月
サイクルB：8～11月

特　徴

留 学 先

語学準備講座

学修内容と
修得単位数

滞 在 先

留学期間

参加費用

募集定員

オーストラリア
［パース］

カンタベリー大学

いずれも
4年で
卒業可能

さらに詳しい情報は   へジャンプ

参加費用の内訳や
参加の申し込みは？

08TUCPって
どんなプログラム？

06TAPって
どんなプログラム？
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東京都市大学
オーストラリアプログラム

カンタベリー大学
留学プログラム

学部生・
大学院生 45名新1年生 471名

早わかり

参加条件 なし 参加条件 TOEIC600点以上



国内での準備教育と豪州留学、２年に亘るビギナー・プログラム

03 TAP

国内で語学を磨く 語学準備講座
● 出発までにTOEIC550点以上を目指す。
● 講師はネーティブスピーカー。
● 1年次の授業期間中原則毎日、
　 週５日のレッスンをトータル100日間開講。

英語で理解し、考え、表現する 教養科目※

● 全体講義と、グループに分かれての演習による授業。
● 現地受入れ大学の教員による講義。
● グループ学習も多く、ディスカッションも盛ん。
※都市大生のみのクラスとなります。また、単位認定の科目区分は学部学科により異なります。

語学の強化に重点を置いた 英語科目
● 現地大学付設語学学校のレベル別クラスで学ぶ。
● 授業はさまざまな国の留学生と学ぶ※。
● コミュニケーションや英作文、プレゼンテーション力を磨く。
※レベルにより外国人留学生がいないクラスになることがあります。

楽しみながら異文化交流する アクティビティ
● イベントの企画運営や、名所探訪、スポーツ、街歩きなど多数。
● 幅広い学びを通して、さまざまな国の人たちと交流。
● 国際性や柔軟な対応力を身につける。

世界各国の学生が暮らす 学生寮 に滞在
● 留学期間中は派遣先大学の学生寮に滞在。
● １ユニット５～６名の共同生活で、自然に国際交流。
● 世界の学生たちとの交流できる、絶好の機会。
※現地の入寮状況により、外国人と同室にならない場合があります。

東京都市大学
オーストラリアプログラム

POINT

POINT

POINT

POINT

POINT

TAPホームページはコチラ
https://www.tcu.ac.jp/tap/

ネーティブスピーカー講師とマンツーマンレッスンも

語学準備講座で実践的な英語運用能力を養う

カバシャム動物園訪問のアクティビティ

ルームメイトとの共同生活で日常的に異文化交流

TAPの詳細は
こちらのパンフレットをご覧ください
※参加費用等、一部変更となっている箇所があります。
　ご不明な点はお問い合わせください。

https://www.tcu.ac.jp/tap/
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T A P参加者の声 ［エディスコーワン大学］

フリーマントルや動物園の訪問など、TAPで用意されているアク

ティビティをはじめ、積極的にプログラムを体験しながら、多くの国

の人たちと交流しました。現地大学の学生でもあるバディが、ほとん

どのアクティビティに同行してくれるのが心強かったですね。中でも

印象に残っているのは、野生のイルカを見るツアーに連れて行ってく

れたこと。今でもバディとは互いに近況を伝えあっています。
古角 健史郎さん

都市生活学部 都市生活学科 3年
東京都 東京高等学校 出身

海外なんて無縁だと思っていた私
TAPに参加することで
世界はもっと身近だと気付かされました

英語力を高め、外国の友人を作り、異なる文化に触れることで成長しよ

うと、参加を決めました。留学中は、授業や課題で多忙を極めるなか、

友達と交流し、ジャパンフェスティバルのリーダーを任せてもらうなど

アクティビティにも積極的に関わって、日本ではできないことを存分に

体験。夢の実現に向けてがんばっている世界の友人と接したことで、私

も将来のことを真剣に考え、自分と向き合うようになれました。

多国籍の友人を作り交流できる大チャンス
一生ものの思い出と英語力を手に入れた
実り多い留学プログラムです！

Dear TAP students,
Congratulations on your participation in TAP. For many of you, this will be the first time that you have 
travelled or lived overseas and you could not have chosen a better destination. The coastal city of Perth 
offers a fabulous climate, laid-back lifestyle, white sandy beaches and cute quokkas!
Edith Cowan University has a large contingent of international students, many of whom live at the Campus 
Living Villages, which you will call home for four months. Every day you will have the opportunity to live 
and study with young people from all over the world while practicing your English and making life-long 
friends and memories. We look forward to meeting you next year, and wish you an enriching and life 
changing experience.

M E S S A G E

Dr Helen Vella Bonavita Associate Professor
Dean, International Relations & TAP Program Director, Edith Cowan University

田中 真佑香さん
メディア情報学部 社会メディア学科 3年
東京都 大妻中学高等学校 出身

古角 健史郎さん
都市生活学部 都市生活学科 3年
東京都 東京高等学校 出身

田中 真佑香さん
メディア情報学部 社会メディア学科 3年
東京都 大妻中学高等学校 出身



Murdoch University's Tokyo City University Australia Program is an exciting learning and cultural 
experience tailored especially for our guests from TCU. You will receive expert intensive English language 
training from our partner on the campus, and experience an exciting range of contemporary Arts and 
Humanities subjects, whilst residing in our vibrant University Village. But the program is not all classwork! 
You will also experience the attractions of our cultural hubs of Perth and Fremantle, take part in campus 
activities and make lifelong friends through a network of local buddies.  
　
We look forward to welcoming you to Murdoch University in Perth, Western Australia.

A/Prof Chris Smyth International Strategy & TCU Program Director, 
School of Arts, Murdoch University
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M E S S A G E

T A P参加者の声 ［マードック大学］

留学先大学の授業はアットホームな雰囲気で、クラスメイトの出

身は中国、マレーシア、香港、ブータンとさまざま。毎回一つのテー

マについてグループディスカッションをし、充実した時間を過ごす

中でクラスメイトともすっかり打ち解けることができました。語学

力はもちろん、一生モノの友人や経験を得られるのは、その場の空

気に触れ、自分の五感で体感した留学だからこそだと思います。
本田 雅貴さん

工学部 医用工学科 2年
東京都 東京農業大学第一高等学校 出身

外国人のルームメイトとの共同生活や
大学で行われる数多くのイベントなど
いろんな方と出会うチャンスに溢れています

本田 雅貴さん
工学部 医用工学科 2年
東京都 東京農業大学第一高等学校 出身



現地学生と共に専門基礎科目を学ぶ、アドバンスド・プログラム

06

高品質な授業で英語力を向上させる

英語で学び、考え、議論することのできる学生を育成

約1,100名の留学生が学ぶ国際色豊かな環境

キャンパスにある学生寮で授業以外でも国際交流

60時間の 英語集中講義
● 現地到着後の4週間は、カンタベリー大学付設
の語学学校で、専門基礎科目を受講するための
英語力を鍛える！

名門校で学ぶ 専門基礎科目

● カンタベリー大学の正規開講科目を現地の学生
と共に受講。

● 受講科目は、専門基礎科目中心。
● 最後の2週間は、実験室を利用した演習も。

世界各国の学生が滞在する 学生寮
● キャンパス内に複数ある学生寮に滞在。
● 外国人学生とルームメイトになるので、他国から
の留学生とも交流の機会が豊富。

POINT

POINT

国籍も学年も越えた 異文化交流
● カンタベリー大学の学生がバディ（サポート学
生）として留学生活をアシスト。

● 本学の学部生から大学院生まで参加するプログ
ラムだから、学年を超えた交流も。

POINT

POINT

TUCP カンタベリー大学
留学プログラム

TUCPホームページはコチラ
https://www.tcu.ac.jp/tucp/

TUCPの詳細は
こちらのパンフレットをご覧ください
※一部内容が変更となっている場合があります。
　ご不明な点はお問い合わせください。

https://www.tcu.ac.jp/tucp/index.html
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T U C P参 加 者 の 声

This programme is a unique offering and will provide an outstanding experience, combined with enthralling 
cultural and interpersonal experiences at the University of Canterbury in Christchurch, New Zealand.
This programme will provide TCU students with first class English language training, from Christchurch’s 
leading and specialist provider based on our high quality UC courses where TCU students will be integrated 
with NZ domestic and other international students; Specialist Engineering and Sustainable Science courses 
delivered by world leading Academics; and lastly, field and cultural experiences that will create lifelong 
memories for students and can only be found in the breathtaking country that is New Zealand.
Nau mai Haere mai  (Welcome in te reo Maori) The University of Canterbury is looking forward very much to 
seeing you here!

M E S S A G E

私の留学の目的は、ニュージーランド5大学の1つに数えられるカ

ンタベリー大学で、現地の学生と共に英語によるレベルの高い授

業を受けること、そして雄大な自然を体感することでした。初めの

うちは現地に馴染めるか不安でしたが、週末にはアクティビティ

に参加したり、8月にはスキー旅行に出かけるなど様々な活動を

通して、現地の学生たちと交流を深めることができました。
吉田 伊吹さん

大学院総合理工学研究科
情報専攻 修士課程1年
宮城県 仙台育英学園高等学校 出身

新たな世界に飛び出し
自分の成長を日々実感できる濃密な
キャンパスライフを送ることができました

英語で講義を受けることや、専門的な授業の内容がどれほど理解

できるか、最初はとても不安でした。しかし、授業で理解できな

かったことを教えてもらえる現地学生の仲間ができたり、しっかり

予習･復習を重ねることで、しだいにリスニンング力もアップ。初回

の講義では３割ほどしか聞き取れなかった英語も１ヶ月後には７

割ほど聞き取ることができるようになりました。

わからないことは友達や先生に
積極的に質問することで
英語力の飛躍的なアップを実感しました

関 萌里さん
都市生活学部 都市生活学科 1年
千葉県 市立千葉高等学校 出身関 萌里さん
都市生活学部 都市生活学科 1年
千葉県 市立千葉高等学校 出身

吉田 伊吹さん
大学院総合理工学研究科
情報専攻 修士課程1年
宮城県 仙台育英学園高等学校 出身

Dr Rod Carr Vice-Chancellor, University of Canterbury



東京都市大学
オーストラリアプログラム

カンタベリー大学
留学プログラム
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プログラム修了後、成績優秀者には学校法人五島育英会「夢に翼を奨学金」が授与されます。

￥985,000

参加定員

派遣先大学

参加費用 ・ 学生寮費（一部は大学負担）
・ 授業料（一部は大学負担）
・ 航空運賃
・ 語学準備講座受講料（教材費等含）
・ オーストラリア連邦政府指定留学生保険料
・ アクティビティ関連費
・ 査証（ビザ）取得費（代行手数料含）
・ TOEIC受験料

・ 学生寮費（一部は大学負担）
・ 授業料（一部は大学負担）
・ 航空運賃
・ アクティビティ関連費
・ TOEIC受験料

大学が負担するもの　　・ 海外旅行傷害保険料　・ 学生寮費の一部　・ 授業料の一部　・ 留学準備研修費

学部学科によりサイクル（留学の時期）を指定。募集人数を超えた場合は選考あり。
※いずれかのプログラムに参加することで、知識工学部 国際コースを選択することになります。国際コースに関する詳細は、入学後のガイダンスで説明があります。

環境学部 環境創生学科 45名
 環境経営システム学科 35名
メディア情報学部 社会メディア学科 35名
 情報システム学科 12名
都市生活学部 都市生活学科 90名
人間科学部 児童学科 4名
工学部 全8学科 180名
知識工学部※ 全3学科 70名

環境学部／メディア情報学部／
都市生活学部／人間科学部

工学部／知識工学部※

サイクルA：221名　サイクルB：250名　合計：471名 サイクルA／B 合計：45名　

エディスコーワン大学／マードック大学
［西オーストラリア州 パース］

希望により参加を認めることがあります。
その場合は、語学準備講座の参加ルールに
従ってください。

カンタベリー大学
［ニュージーランド クライストチャーチ］

2020年2～5月

2020年8～11月

※ 内容は変更となる場合があります。

留学期間

※参加費用に含まれないもの：現地における個人的支出（食費、お小遣い、コインランドリー（洗濯）、通信費、旅行費用等）、自宅から集合場所（空港）までの国内交通費、
超過手荷物料金、国際宅急便など。
※留学中も東京都市大学の授業料は納入する必要があります。

サイクルB

サイクルB

内 訳

合 計

サイクルA

サイクルA

2019年5～7月、9～12月

語学準備講座

留学プログラム概要

留学プログラムのお申し込みはコチラ ［エントリー専用サイト］
https://krs.bz/tcu/m/tsap_entry

https://krs.bz/tcu/m/tsap_entry
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□ プログラムに関するお問い合せは［国際センター留学プログラム担当］

□ お申し込みは

TEL: 03-5707-0104（代）   E-MAIL: studyabroad@ tcu.ac.jp

Q & A

全AO型入試
全推薦入試

原子力人材入試

12/7（金） 2/20（水）

一般入試（前期）
センター利用入試ほか
〈前期３教科型・５教科基準点型〉

3/4（月）

一般入試（中期）

3/14（木）

一般入試（後期）

3/25（月）

センター利用入試
〈後期グループディスカッション型〉

［世田谷キャンパス］
〒158-8557 東京都世田谷区玉堤 1-28-1

エントリー専用サイト
https://krs.bz/tcu/m/tsap_entry

Q

Q

Q

Q 参加費は
いつ納入するのですか

申込はいつまでですか

Q 行き先（プログラム）は
選べますか

Q TOEICは
いつ受けるのですか

Q 奨学金はありますか

Q TAP参加登録後
TUCPに変更できますか

留学中はどこに
滞在するのですか

生活費はどれくらい
かかりますか

【 T A P】 一括と２分割があります。一括の場合は１年時の６月末。
 ２分割の場合、サイクルＡの場合は、６月末と１１月末、
 サイクルBの場合は、6月末と翌年2月末を予定しています。
【TUCP】 出発の2～3ヵ月前を予定しています。

入学手続き期限と同様です（下記参照）。エントリー専用サイトからお申し
込みください。期限を過ぎてから、申し込みを希望する場合は、国際セン
ターまでご相談ください。

原則、選べません。各プログラムは、みなさんの英語レベルに合わせたカリ
キュラムで構成されています。ＴＯＥＩＣ６００点未満の場合は、ＴＵＣＰに参加
することはできません。ＴＯＥＩＣ６００以上でＴＡＰに参加したい場合は、国
際センターでご相談ください。

入学後のオリエンテーション期間中に、１年生全員が受験します。その後プ
ログラムへの参加が決まったら、留学前と帰国後に受験し、どれだけ英語力
が伸びたかを測定します。

本学を運営する学校法人五島育英会より「夢に翼を奨学金」が授与されま
す。これは、プログラム修了後、それまでの成果を総合的に評価したうえ
で、授与者を選考します。

TOEIC６００点以上を取得すれば変更可能です。ただし、サイクルAの場合
は、１年次の前期末、サイクルBの場合は、１年次学年末までを期限とします
ので、それまでに取得し、国際センターに申し出てください。

大学内の学生寮に滞在します。ホームスティではありません。

これまで参加した学生に聞いたところ、個人差はありますが３０～５０万円く
らいです。

https://krs.bz/tcu/m/tsap_entry



