ランゲージサービス
イングリッシュプログラム

大学生・社会人向けプログラム

活気に満ちたアイルランドの大学生活をDCUで満喫
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ダブリンシティ大学
当校は25年以上の実績により、
大学進学準備
やビジネスキャリア、
または新しい友達を作る
のに必要な語学スキルを身につけるお手伝い
をします。
当校はエキスパートによる英語の授
業に加え、
博物館、
美術館などへの訪問や日帰
り旅行、
スポーツ等の課外活動を組み合わせ
たコースを提供しており、全て英語で行われ
ます。
学習に適した環境で英語力を伸ばしなが
ら、
異文化を直接体験できます。
ダブリンは
「Lonely Planet」
（世界で最も有
名なガイドブック）
により世界で訪れるべき
街のトップ10に選ばれました！

ダブリンについて
ダブリンはアイルランド最大の国際都市で、
観
光客や住民にとっても安全な街であることで
評判です。
ぜひ数多くの博物館や美術館、
お城
や歴史的名所などを訪れてください。
街を歩きながらイエイツやジョイスなどの作
家の軌跡を辿ることができる一方、
デザイナ
ーショップで買い物を楽しむこともできます。
ギャラリーでアートを楽しんだり、
クラブで踊
ったり、
ダブリン・マウンテン登山など、
ダブリ
ンを自分の街のように楽しめるでしょう。

DCU Glasnevin キャンパス、スパイア
（ オコンネル通り、ダブリン）
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ダブリンシティ大学は1989年に創立され、
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16,000人以上の学生が在籍する、
アイルランド有数の大学

の一つです。

ダブリンシティ大学を選ぶ理由
DCUは政府の公認を受けた国立大学の一部で、
最も秀でた教育と学生サービスを自信を持って
提供しています。

ロケーションマップ
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当校のキャンパスは住宅街に位置し、
学生は安全
で快適な環境ですばらしい海外生活を体験でき
ます。
また、
多数の優れた施設
（学生食堂、
スポー
ツセンター、
図書館、
劇場、
テニスコート、
サッカー
コートなど）
を有し、
学生が活気ある大学生活を
送る機会を提供しています。
当語学学校は毎年世界35カ国以上の国や地域
から学生を受け入れており、
英語教育において高
い評判を受けています。
当校の目標は最高の語学
教育を提供することで、
常に学生の学習経験向上
の実現のサポートをします。
ダブリンの中心地から便利で近い場所に立地
するDCUランゲージサービスは、
国際的に知名
度のある大学に併設された近代的な語学学校
で、
他の語学学校にはない特色を持っています。
数々の利点があり、
それは一流の施設を利用する
ことができるだけにとどまりません。
大学の豊か
な学習環境は、
語学留学生が集中して勉強をす
るのに最適です。

様々な部活やサークルは全ての学生が参加でき、
語学力を磨きながら新しい友達を作る格好の機
会です。
さらに、
DCULSの立地は種類豊富な語学コース
や文化体験等のプログラムへの参加を希望する
学生を世界中から惹きつける一方、
熟練したプロ
の講師も大学で教えられる環境を求めて集まりま
す。
これらの要素により、
DCUランゲージサービス
はただの語学学校にとどまらず、
語学学習を総体
的に経験できる場所となっているのです。

SPIRE

O’Connell St.
Parnell St.

RIVER LIFFEY

RIVE

R LIF

FEY

Temple Bar

Christchurch

Grafton St.

「DCULSはとても良かっ
たです。
クラスメイトも楽
しく講師もおもしろかった
です！とても 良い経験でし
た。
」
Sung Kyung
（韓国からの留学生）

DCU キャンパス、
ダブリン空港、
ダブリン中心街

ダブリンシティ大学を選ぶ理由
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快適で設備が整った教室と、
共同学習スペースが効率的に学べ
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る環境を生み出します

DCUでの生活
Student Centre は休憩場所として、
また
クラスメイトと英語で話す場として最適
です。
施設
—	40名以上収容可能な、
明るく設備が
整った大教室
— 3階建ての図書館
— 読書に最適な静かな学習スペース
— キャンパス内の無料Wi-Fi アクセス
多様な国籍
世界各国からの留学生と共にキャンパスラ
イフを体験できます。
	


プロフェッショナルでフレンドリーな講師陣
大学の学位とTESOLの資格を持つ経験豊
富な講師たちが、
生徒の日常生活に関連
し、
興味をそそる内容を授業で取り上げ、
生徒の英語能力を最大限に向上させるた
め、
一人ひとりに注意を払いながら授業を
行います。
学生へのサポート
DCULSでは学生が最高の経験をできる
よう、
熱心かつ専門的で親切なスタッフが
学生をサポートしています。
学習に関する
問題だけでなく、
宿泊施設や交通機関、
課
外活動等についての問い合わせにも対応し
ています。
ワークショップ
語学力を強化させるためにアカデミックなワ
ークショップに参加しましょう。
会話のサポ
ート、
発音スキル、
履歴書の書き方、
勉強の
方法、
IELTS 対策講座など種類豊富です。

Temple Bar
（ダブリン）
、
Carrick-A-Rede Rope Bridge
（アントリム、
北アイルランド）

授業以外でも、
新しい友達を作ったり、
数ある観光地を訪れてア

イルランドの歴史や文化を発見しながら、
英語に浸る機会がたく

さんあります。

アイルランドの文化を体験
楽しい課外活動に参加して、
授業以外でも英
語を向上させましょう。アクティビティの内容
はオンラインで確認できます。毎週、
ソーシャル
プログラムチームがアイルランドを満喫できる
プログラムを企画・提供しています。

当校の経験豊富な専任チームが、
ナイトアウト
から小旅行の企画までをサポートし、
学生が新
たな仲間探しや新しい体験をエンジョイする
お手伝いをします。

 	博物館、
—
展覧会、
ギャラリー
—	アイリッシュダンス
—	サッカー、
バスケットボール、
ハーリング
（アイルランドの伝統的なスポーツ）
—	パーティーやナイトアウト
—	観光旅行
—	週末の小旅行
—	課外活動に参加して、
授業以外でも英語
力を伸ばしましょう。
運動に興味があれば、
大学のスポーツセンター
（優れた施設にだけ与えられる賞を受賞し
たジム）
に参加してみませんか？ 25mのスイ
ミングプールなどジムには様々なクラスや設備
が用意されています。

「学生にとって忘れられない
体験に貢献でき、
僕にとっても
素晴らしい経験です。
」
Cian Galvin
（アクティビティリーダー）
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海外留学は英語学習を加速させ、
目標とするレベルの達成ま

で前進する絶好のチャンスです。

DCU の特徴
当校のメソッド
ダブリンシティ大学の英語プログラムは、英
語の4 つの主要素であるリーディング、ライ
ティング、リスニング、スピーキングに焦点
を当てた英語教授法であるCLT 法
（Communication Language Teaching）
を用いています。 授業では講師やクラスメ
イトと話す機会がたくさんあります。講師は
様々な手法を用いて実生活で使われる実践
的な言語スキルを教授します。
共同学習
当校の教室と学習スペースは、
快適さとコミ ュ
ニケーションを提供できるよう特別に設計
されており、
学校で過ごす1日に変化を与え
ます。

速いペースで進歩を最大化
英語を毎日話し、
授業や課外活動に参加しな
がらクラスメイトと交流することで英語力が飛
躍的に向上します。毎週金曜日に英語力を測
定する進歩確認テストが実施され、
それまでに
勉強した成果が試されます。

少人数制のクラス
クラスの人数が少ないことで、
学生一人ひと
りが十分な指導を受けることができます。
1ク
ラスあたりの平均人数は13名で、
最大でも15
名までとなっています。
学習プラン
長期コースを選択する学生は、
担当講師と学
習プランを立てます。
目標について話し合い、
資格試験の選択方法含め目標達成までの計
画をサポートします。
また、
講師による定期的
な指導により、
それまでの進歩とこれからの学
習プランの見直しをします。

カスタマイズされたコース
学生のニーズに合わせた様々な種類のコース
を提供し、各生徒が必要とする内容を学習
できます。入学時に希望のコースと期間を選
び、入学後はワークショップなどの課外授業
を選択してください。

学習と技術
授業は全て対面で行われますが、
講師は最新
のテクノロジーを使用し、
多様的で新しいメソ
ッドを使用した活発な授業を行っています。

「とてもフレンドリーな雰囲気
で居心地が良いです。様々な
国から来たたくさんの
友達ができました。
」
Nailya
（ロシアからの留学生）

DCULS 認定証  
認定証は修了の際、
受講されたコースと英語
レベルの記録となり、
就職先や高等教育機関
に提示することが可能です。
部活やサークル
毎週行われる課外授業、
アクティビティーなど
は自分が興味のあることややってみたいこ と
に参加する格好の機会です。
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各コースのご案内
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コース一覧

一般英語

１．ビジネス英語
2．一般英語
3．アカデミックイヤープログラム
4．試験対策コース
5．教員養成トレーニング
6．大学グループプログラム
7．DCU入学準備プログラム

コースに含まれるもの
—	オンラインクラス分けテスト
—	教材
—	週次の進歩確認テスト
—	DCULS学生証
—	大学図書館へのアクセス
—	DCULS 認定証
— キャンパス内での無料Wi-Fi アクセス
— 1週間から入学可
— 1クラス平均10名
（最大15名）
—	無料の課外授業：会話サポートや履
歴書の書き方、
ドラマや映画など午後
の無料特別ワ ークショップにも参加
し、
他の学生たちと一緒に語学スキル
を高めましょう。

質の高い学習内容
当校では、
最高級の英語教育と最新の教材・学習用
リソースを体験することが可能です。
また、
プロフェッ
ショナルで質の高い講師陣が生徒をきめ細かくサポ
ートします。
授業
当校のクラスは高い教育基準と、
楽しいインタラクテ
ィブな学習環境を兼ね備えています。
リーディング、
ライティング、
リスニングスキルを鍛えることができ、
発音や流暢さをはじめ、
英語を使う自信をつけ、
効果
的なコミュニケーションの取り方なども学ぶことが
可能です。
語学力の養成
毎週の評価と、
講師からのフィードバックおよびサポ
ートにより、
英語力がさらに向上し学習目標を達成す
ることができます。
コース詳細
—	年間どの月曜日からでも受講可
—	レベル：初級から上級
—	1週間から入学可
—	1クラス平均10名
（最大15名）

ビジネス英語
授業
当コースの授業は高い教育基準と、
楽しいインタラ
クティブな学習環境を兼ね備えています。
ミーティ
ングやディスカッション、
交渉やプレゼンテーション
などに必要な高度なビジネス英語スキルを、
実際に
起こりうる状況をを想定して学びます。
コース詳細
— レベル：上中級以上
—	1クラス平均10名
（最大15名）
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現代の国際ビジネスに
必要なコミュニケーショ
ンスキルを磨く

「ここで私の英語力を伸ばして
くれた素晴らしい人々に会いまし
た。 学校・クラスメイト・講師の
全てが大好きでした。
」
Giulia
（ イタリアからの留学生）

当校の一般英語コース
は、
世界中から集まる学
生と友達になりながら
語学スキルを磨くこと
のできる理想的なコー
スです。
ぜひDCUに来
て、
ダブリンシティ大学
ランゲージサービスが
最良の選択であること
を体感してください！

各コースのご案内
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アカデミックイヤープログラム
25 週間
語学力の養成
—	非常に高い成功を収めているこのプロ
グラムは、
6ヶ月の一般英語コースと
試験対策コースを合わせて受講するこ
とができます。
—	DCULSはIELTS/Cambridgeの試験
対策に特化しています。
—	世界中の大学から
「QS Top50 Under
50
（世界の開校５０年未満の大学の上
位50校）
」
に選ばれたＤＣＵランゲージ
サービスが発行するプロフェッショナル
な認定証で、
履歴書の中身を強化しま
しょう。
授業
—	ウェブサイトや動画、
新聞や映画など実
生活で使用されているものを題材とし
た、
インタラクティブで楽しい授業によ
り英語への自信をつけることができま
す。
—	また、
やりがいのある授業内容でリスニ
ング、
スピーキンーグ、
リーディング、
ライ
ティングの主要な４つのスキルを短期
間で向上させることが可能です。
—	定期的な宿題、
進歩確認テスト、
そして
講師からのフィードバックにより正確さ
と流暢さを磨くことができます。
—	勉強しながらバイトも経験してみません
か。
学生はコースを受講しながら働くこ
とが可能です。
（ただし国籍により条件
が異なり、
ビザの規定に基づきます）
コース詳細
—	年間どの月曜日からでも受講可
—	初級から上級まで最適なレベルを見つ
けることができます。

試験対策
—	追加料金無しで試験対策に特化したク
ラスに移ることが可能です。
—	DCULSはIELTS/Cambridgeの試験
対策に特化しています。
—	目標達成に必要な試験用のスキルを磨
きましょう。
ビザ／就労に関して
—	アイルランドでの就学にビザが必
要な場合、
アイルランド滞在中に
IELTS・Cambridge・TOEIC・TOEFL
などの英語資格試験を受験する必要が
あります。
—	学生ビザの有効期間内にコースを修了
することを前提に、
休暇を取ることが可
能です。
—	アイルランドで就労を希望する場合、
最
低25週間のコースに登録する必要が
あります。
通年プログラムは就労希望者
に最適のコースです。
無料のワークショップ
—	大学に関するオリエンテーション
—	履歴書の書き方、
面接のスキル
—	英会話練習
—	入国管理に関する決まりや手続き
—	成功するための勉強方法
—	ダブリンでの仕事の探し方
—	アイルランドの文化

試験対策コース
国際的に認められた英語
検定の証明書の取得を
ご希望の方には、
ダブリ
ンシティ大学 ランゲージ
サービス
（DCULS）
が最
良の選択肢です。
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ケンブリッジ大学英語検定
（FCE：中級レベ
ル、
CAE：上級レベル）
コース
仕事や勉強そして人生の目標を達成するために、
国際的に認識された資格を取得しましょう。
ケン
ブリッジ大学英語検定は世界中の会社や大学
に広く認められています。
DCULSの対策コース
で試験に挑戦し、
ぜひ試験のエキスパートと学ん
でください。
IELTS コース
DCULSでIELTSをマスターしましょう。
当校は
IELTSのプロで、
生徒の目標達成に向けサポー
トします。 当校から、
アイルランドやイギリスの大学
入学時に必要なスコアである6.5や7を取得し
た学生を数多く輩出しています。
TOEIC 対策
The Test of English for International
Communication (TOEIC)は世界的に知名度の
高い英語検定試験です。
TOEICは日常会話能力
や国 際的な環境で働くために必要な英語力を磨
くことを目的とした試験です。
この資格は様々な
国・地域の会社で認定されています。
履歴書の中
身を強化するために、
DCULSで学びまし ょう。
TOEFL コース
TOEFLは英語圏国の大学でプログラムを
受講する際に必要となるベーシックな基準
で、
DCULSの中で特化したコースの一つです。
こ
の競争率の高い試験は、
生徒のアカデミックイン
グリッシュのレベルを高めることを目的としてお
り、
学士や修士・博士号取得準備には必要不可
欠なものです。
DCULSでTOEFLコ ースを受講
し、
学問での成功のチャンスを掴みましょう。

各コースのご案内
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大学グループプログラム

教員養成コース
夏季休暇を利用したプログラムでDCULSの教員養成
コースを受講しましょう。

ダブリンシティ大学のグループプログラムでは、
成人や教
員、
または専門学校や大学関係者のグループ等、
全ての年
齢やバックグラウンドのグループを対象に、
年間を通して完
全カスタマイズされたプログラムを提供しています。 プロ
グラムを構築する際の初期の相談の段階から、
グループの独
特なニーズや特徴などを考慮してオーダーメイドの学習プロ
グラムを作成します。

小学校教員
 なたの知識をリフレッシュさせ、
あ
教育への情熱を再
発見しましょう。
中学・高校教員
10代の学生にやる気を起こし、
あなたのスキルをリフ
レッシュさせ、
他の国々から集まった教員とのネットワー
クを広げましょう。
大学教員
言語スキルや実用的なテクニックを磨き、
アカデミック
英語に対する自信をつけながら、
講義やプレゼンテー
ションスキルを高めましょう。
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DCULSは教育にとても
熱心です。
当校は小学校、
中学・高校および大学の
教員養成に特化しています。

様々な課外活動の中からグループに適したアクティビティ
を選択できます。
— ゲストスピーカーを招いたレクチャー
— 企業訪問
— 学問に関連したワークショップ
— 特定の課題に関した内容
— アイルランド文化を体験できる小旅行
— スポーツアクティビティ
— リーダーシップ能力開発
— プレゼンテーションスキル

DCULSは世界中の
大学と提携し、
留学生
のために最高品質のカ
スタマイズされたトレー
ニングを提供しています。

各コースのご案内
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DCU入学準備プログラム
プリセッショナル・プログラム

DCＵ進学準備コース

既にある程度の英語力があり、DCUの学士
号もしくは修士号のコースに参加する前に
追加のサポートが必要な学生に向けたプロ
グラムです。

進学準備コースを希望する場合、
まずDCU
の学部または大学院のプログラムに申請する
ことが必須条件です。入学が許可されると、
同
コースの参加資格が与えられます。

アカデミックイングリッシュと勉強方法のスキ
ルに焦点を当てた短期集中夏期コースを提
供しています。
— 10週間プリセッショナル
— 5週間プリセッショナル

IELTS スコア

コース

プログラム

IELTS 6.0 - 6.5

プリセッショナル

プリセッショナル英語プログラム（5〜10週間）

IELTS 6.0

基礎

IELTS 5.5

基礎

IELTS 4.5

語学学習

DCU進学準備コース
（1学期間、2月もしくは6月
開始）

DCU 進学準備コース
（2学期間、9月もしくは2月
開始）

アカデミックイヤープログラム
（25週間）
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宿泊施設
1.  ホームステイ
２．キャンパス内学生寮
３．Gateway Student Village
（キャンパス外学生寮）
4．引率者向けホテル
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ホームステイ

キャンパス内学生寮

宿泊施設
1. ホームステイ
学生は滞在期間中アイルランドの家族の一員と
して生活します。これにより学校以外の場所でも
英語のスキルを磨き、
アイルランドの文化にも浸
ることができます。

2. キャンパス内学生寮
DCUにはキャンパス内に位置する自炊設備付
きの学生寮があります。キャンパス寮は夏期
に提供され、部屋は空き状況により利用可能
です。

3. GATEWAY STUDENT VILLAGE
(キャンパス外学生寮）
Gateway Student Village はDCUから
1.2Km （徒歩12分）
の場所に位置する学生寮
です。近代的で安全かつ管理も万全です。

ホストファミリーは全て事前に調査を受け、
DCULSの基準を満たしており、
Garda
（アイ
ルランドの警察機関）
の検査も受けています。

特徴：
— 他の学生とアパートを共有
— キャンパス内のWi-Fi を無料で使用可
— 勉強机のあるシャワールーム付きの個室
— タオル、
シーツ等の支給あり
— 調理道具あり
（寮内で料理が可能）
— 個室へのカードキーアクセス
— 24時間警備
— コインランドリー
— 食堂＆カフェ

特徴：
— 部屋ごとに家具完備、Wi-Fi あり
— 各部屋に勉強机あり
— ダブリン中心街まで20〜25分
— 電子キーによるアクセス
— 監視カメラおよび24時間警備常駐

特徴：
—	朝食、
夕食あり
（月曜日から金曜日）
—	週末はホストファミリーが三食用意
—	食事制限やその他の特別な条件を満たす
ホストファミリーを手配することも可能
—	学生のベッドルーム内もしくは家の他の場
所に勉強机あり
—	タオル、
シーツ等の支給あり

4. チームリーダー向けホテル
当校は地元のホテルと提携し、
ホテル滞在のオプ
ションを提供しています。
3, 4 つ星ホテルの特徴：
—	シングルルーム
— 無料Wi-Fi
— DCU Glasnevin キャンパス周辺

キャンパス内学生寮

Dublin City University
Language Services
Glasnevin, Dublin 9
D09 NA55, Ireland

電話: +353 1 700 5678
Email: english.courses@dcu.ie,
dcu.japan@dcu.ie

ウェブサイト: www.english.dcu.ie
/EnglishDCU
@englishatdcu
/EnglishatDCU
EnglishDCU

