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•フィリピン 
•費用 ≫ 
•航空券 10万円、授業料&寮宿泊費 12万円/月、 
•お小遣い 3万円/月 
 

•カナダ 
•費用 ≫ 
•航空券 16万円、ホームステイ 4万円/月、食費 3万円/月 

お
金 

留学先 フィリピン・セブ島語学学校 
カナダ・マクマスター大学 

期間 
2010 年 3 月〜9 月（学部 4 年前期） 
2011 年 9 月〜12 月（大学院１年後期） 

動機 
フィリピン 
学部 3 年後期からの交換留学を希望していたが、TOEFL 点数不足と準備不足で面

接に落ちた。しかし、英語と途上国生活を身につけたかったのでフィリピンを選

んだ。 
カナダ 
マクマスター大学を選んだ理由は、2 つある。１つは英語を母国語とする国で英語

力をのばしたかったこと。もうひとつは、ビジネススクールの MBA プログラムで

交換留学生を受け入れており、MBA の授業を体験したかった。 
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≪フィリピンでの一週間のスケジュール≫ 
 月 火 水 木 金 土 日 
AM 8:00~9:50   1:8 グループクラス 

10:00~11:50 1:4 グループクラス 

昼までぐっ

すり 

ダイビング

へ GO! 

PM  

14:30~16:20 1:1 クラス 

街を散策 ダイビング

２ 本 目 へ

GO! 

放
課
後 

宿題とか ルームメイ

トと韓国レ

ストランへ 

セブシティ

の映画館へ 

宿題とか ｸﾗｽﾒｲﾄ、先

生とｸﾗﾌﾞへ

GO! 

現地人相手

にセブアノ

語を勉強 

疲れてぐっ

すり 

 
≪カナダでの一週間のスケジュール≫ 
 月 火 水 木 金 土 日 
AM Canadian 

Taxation 
 Applied 

Business 
Statistics 

 Managerial 
Economics 

バスに乗

って観光

へ 

課題・・・ 

PM ESL Organiza
tional 
Behavior 

ESL ESL    

 
≪留学前後のスケジュール≫ 

 留学前 
留

学

中 

留学後 

ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル 

3 月 交換留学面接 
7 月 マクマスター大学から受入の

正式発表 
渡航直前 部屋探し 

就活 

 
はじめに 
 私は実は、交換留学の面接に一度落ちています(いまは当然選抜が難しくなってきていま

すが、ゼミの教授いわく当時は面接に落ちる方が珍しかったらしい・・・）。しかし、そん

な私でも、フィリピンで英語研修を実現し、帰国後も勉強を続けることにより、TOEIC ス

コアを 600 点台から 800 点台、そして 900 点台に伸ばし、カナダ大学院のビジネスクール

の MBA プログラムにも交換留学できました。いわば「面接失敗のパイオニア」(笑)である

私の留学体験がみなさんの留学を考える上で参考になればと思います。 

84



フィリピン・カナダ セブ島・マクマスター大学 先進国+途上国 

 
 
 

セブ島(英語私費留学) 

マクマスター大学(大学院交換留学) 
          経済学研究科修士 1年 清野広平 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
•フィリピン 
•費用 ≫ 
•航空券 10万円、授業料&寮宿泊費 12万円/月、 
•お小遣い 3万円/月 
 

•カナダ 
•費用 ≫ 
•航空券 16万円、ホームステイ 4万円/月、食費 3万円/月 

お
金 

留学先 フィリピン・セブ島語学学校 
カナダ・マクマスター大学 

期間 
2010 年 3 月〜9 月（学部 4 年前期） 
2011 年 9 月〜12 月（大学院１年後期） 

動機 
フィリピン 
学部 3 年後期からの交換留学を希望していたが、TOEFL 点数不足と準備不足で面

接に落ちた。しかし、英語と途上国生活を身につけたかったのでフィリピンを選

んだ。 
カナダ 
マクマスター大学を選んだ理由は、2 つある。１つは英語を母国語とする国で英語

力をのばしたかったこと。もうひとつは、ビジネススクールの MBA プログラムで

交換留学生を受け入れており、MBA の授業を体験したかった。 

フィリピン・カナダ セブ島・マクマスター大学 先進国+途上国 

≪フィリピンでの一週間のスケジュール≫ 
 月 火 水 木 金 土 日 
AM 8:00~9:50   1:8 グループクラス 

10:00~11:50 1:4 グループクラス 

昼までぐっ

すり 

ダイビング

へ GO! 

PM  

14:30~16:20 1:1 クラス 

街を散策 ダイビング

２ 本 目 へ

GO! 

放
課
後 

宿題とか ルームメイ

トと韓国レ

ストランへ 

セブシティ

の映画館へ 

宿題とか ｸﾗｽﾒｲﾄ、先

生とｸﾗﾌﾞへ

GO! 

現地人相手

にセブアノ

語を勉強 

疲れてぐっ

すり 

 
≪カナダでの一週間のスケジュール≫ 
 月 火 水 木 金 土 日 
AM Canadian 

Taxation 
 Applied 

Business 
Statistics 

 Managerial 
Economics 

バスに乗

って観光

へ 

課題・・・ 

PM ESL Organiza
tional 
Behavior 

ESL ESL    

 
≪留学前後のスケジュール≫ 

 留学前 
留

学

中 

留学後 

ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル 

3 月 交換留学面接 
7 月 マクマスター大学から受入の

正式発表 
渡航直前 部屋探し 

就活 

 
はじめに 
 私は実は、交換留学の面接に一度落ちています(いまは当然選抜が難しくなってきていま

すが、ゼミの教授いわく当時は面接に落ちる方が珍しかったらしい・・・）。しかし、そん

な私でも、フィリピンで英語研修を実現し、帰国後も勉強を続けることにより、TOEIC ス

コアを 600 点台から 800 点台、そして 900 点台に伸ばし、カナダ大学院のビジネスクール

の MBA プログラムにも交換留学できました。いわば「面接失敗のパイオニア」(笑)である

私の留学体験がみなさんの留学を考える上で参考になればと思います。 

85

二
段
階



フィリピン・カナダ セブ島・マクマスター大学 先進国+途上国 

フィリピン・セブ島・私費英語研修 
 

■なぜフィリピンで英語の勉強？ 
 フィリピンでは小学校からすべての

授業が英語で行われており、また公的

な書類もすべて英語で書かれています。

そのため教育を受けた人ならほぼ全員

がある程度まで英語を話せます。英語

研修先を考える上で最初に思いつくの

はアメリカ、カナダ、イギリス、オー

ストラリアなどの英語を母国語とする

国だと思いますが、フィリピンの語学

学校はこれらの国の学校と比べて費用

が安い、マンツーマンを中心とする丁寧な授業などの利点があります。実際、私の英語力

はフィリピン語学研修前 TOEIC600 点台から 800 点台、また TOEFL-iBT は 80 点台にな

りました。しかし、フィリピン人の英語はネイティブスピーカーのようではなくゆっくり

でわかりやすかったのでカナダに着いたときにそのギャップにかなり戸惑いました。 
 まずは私が行っていたフィリピン・セブ島の語学学校を紹介したいと思います。約 7 ヶ

月の滞在の中で、CELI（3 ヶ月）と Philinter（3 ヶ月半）という 2 つの学校に行きました。

フィリピンには多くの外国人向けの語学学校があり、様々なタイプがあるので長期で滞在

する方は実際に学校に行ってみてから決めるのがおすすめです。ほとんどの学校で一日体

験なども受け入れているので利用すると良いと思います。 
 
■CELI 
 アメリカ資本の学校で、時期によってばらばらですが大体生徒が50人くらい（韓国人40%、

日本人 20%、その他中国人、ベトナム人、ロシア人、フランス人など）で他の学校と比べ

て国際色豊かな学校と言えるでしょう。基本コースの授業カリキュラムはフィリピン人先

生との「1:1」「1:4」、ネイティブ先生との「1:8」各 110 分です。授業は入学時に受けるテ

ストでクラス分けされます。グループクラスはスピーキングが中心で先生がテーマを決め

て、それについてディスカッションしたり、発音の練習をしたりします。１対１の個人ク

ラスでは先生と話し合って自由に授業内容を決められます。私が TOEIC の問題や TOEFL
のスピーキングセクションをのばしたいとリクエストしたら先生が問題を用意してくれて

フレキシブルに対応してくれました。自由度の高い学校で、寮の門限がなく何時に帰って

も OK（ほとんどの学校では、生徒の安全や寮のセキュリティのために門限を設けています）。

寮の売店でビールやカクテルなどを販売しており飲酒 OK で毎晩だれかしらが学校の中庭

フィリピン・カナダ セブ島・マクマスター大学 先進国+途上国 

でパーティーをやっているという感じでした。まあ楽しかったのは間違いないですが、も

う少しまじめに TOEIC、TOEFL にむけて勉強したかったので当初申し込んだ 3 ヶ月が終

わった後、セブ島にある学校をいくつか見学し Philinter に移ることに決めました。 
 
■Philinter 
 韓国人経営の学校で生徒数は常に 150 人程度の規模の大きい学校です。韓国人経営だけ

あって生徒の 80%は韓国人、残りの 20%が日本人という感じでした。Philinter を選んだ理

由は 2 つあります。１つは TOEFL 対策の授業が充実していたこと、2 つ目は毎月レベルチ

ェックテストがあり自分の成長が分かることです。基本コースの授業カリキュラムは個人

クラス 50 分×3 コマ、グループクラス 50 分×4 コマです。規律が厳しい学校で、門限が平

日は夜 10 時、週末は夜 12 時までで、3 回破ると退学になります。Philinter の授業は CELI
と比べて何をどの授業で学ぶか(Speaking, Listening, Writing, Readingなど)がはっきり決

まっており、その中から自分ののばしたいものを選択します。 
 2 つの語学学校に行った感想として、フィリピン人の先生のレベル（授業の質）はあまり

変わらないということです。やはり経験豊富な先生は授業が面白かったり教え方が上手か

ったりするのですが、平均的に見ると学校によって違いはあまりないと思います。一方、

周りの学生のタイプは学校によって結構違います。Philinter は結構まじめな学生が多く、

みんな真剣に勉強しにきているという感じなのですが、CELI の学生の中には毎晩クラブ、

ビキニバー（女の子がステージ上でビキニを着て踊っているちょっとアダルトなお店）に

行き、昼まで寝て授業をさぼるという人もいました。ですので、どういったタイプのクラ

スメイトが欲しいのか、という点も学校を選ぶ際の基準にすると良いと思います。 
 
■セブ島について 
 セブ島はマクタン島という小さい島と橋でつながっています。ビーチやリゾートなどは

マクタン島に固まっており、セブ島の中心であるセブシティにはショッピングモールや映

画館やバーなどの娯楽施設があります。またマクタン島には MEPZA という外資企業を誘

致している経済特区があり、日系企業の工場もいくつかあります。フィリピンの公用語は

タガログ語ですが、セブ島周辺の島々ではセブアノ語という方言が話されています。地元

の言葉を覚えると滞在中いろいろ役立ちます。フィリピン人とすぐに仲良くなれますし、

タクシーなどでもセブアノ語を使っていると、ぼったくられることもありません。 
留学前は、語学学校は白い砂浜のビーチのそばにあり、授業が終わったらビーチでリラッ

クス・・・的なのを想像していましたが、マクタン島のビーチはほぼリゾートホテルの敷

地で、お金を払わなければ入れず、さほどきれいでもありません。しかし、セブ周辺の小

さな島々（ボホール島、バンタヤン島、マラパスクア島、カモテス島など）は美しいビー

チと世界的に有名なダイビングスポットがあるのでいろいろ旅行するのがおすすめです。 
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マクマスター大学 MBA プログラム交換留学 
 
■カナダのビジネススクール 
 現在、私は 1 学期のみの限られ

た期間ですが、カナダのマクマス

ター大学デグルーテビジネススク

ールに交換留学中です。MBA は普

通、企業での勤務経験を持った社

会人を対象としているのですが、

経済学研究科と学部間協定を結ん

でおり大学院 1 年の私でも交換留

学生として受講することができま

した。 
マクマスター大学の MBA 正規プログラムには Full-time, Part-time, Co-op という 3 種

類があります。Full-time は通常の 2 年間のプログラム、Part-time は仕事をしながら MBA
をとりたい学生向けで 4、5 年のプログラムです。Co-op というのはデグルーテに特徴的な

もので、授業プラス約 1 年間のインターンシップが組み込まれたプログラムで、通常必要

とされる勤務経験が入学時に必要とされません。私の見た限りでは、Full-time、Part-time
の学生は 20 代後半から 30 代前半の現地のカナダ人が多く、Co-op の学生は主に中国、イ

ンドからの留学生で大学を卒業したばかりの若い学生が多いと感じました。一番仲良くな

ったのも、年齢が近い Co-op の中国からの留学生たちでした。 
 デグルーテの学生の国籍は様々でカナダ人、インド人、中国人が多いです。交換留学

生はフランス、ドイツなどのヨーロッパのビジネススクールから派遣された学生がほとん

でした。日本人は正規学生、交換留学生を含め、一人も見かけませんでした。 
 
■授業 

デグルーテビジネススクールでは、1 年目にコアコースと呼ばれるレクチャー形式の授業

があり、2 年次にコアコースで学んだことを応用してケースメソッドを使った授業を行うと

いう流れです。私はこの中のコアコースを受講し、MBA に特徴的なケースメソッドを使っ

た授業は受講しませんでした。議論中心の授業についていける自信がなかったというのが

正直なところです。しかし、コアコースの中にもグループワークやスモールグループディ

スカッションがあるので、こちらには積極的に参加するように心がけました。 
 私が受講した授業はどれも 40 人程度の規模で行われるレクチャー形式ですが、グループ

ワークやディスカッションを含んでおり、どの授業も刺激的でした。1 コマが 3 時間と長時

間なので集中力を持続させるのが大変でした。私が感じたこととしては、授業中に理論や
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フレームワークを学び、課題でそれらを応用させるという形の授業が多いようです。 
例えば Organizational Behavior というクラスでは、インタビューレポートという課題が

ありました。インタビューレポートは現在働いている人にインタビューをしてその人の組

織内の行動をフレームワークに当てはめて分析するというもので、私は IT 系の企業でリク

ルーターとして働いているというホームステイ先の大家さんにインタビューさせてもらい

ました。 
MBA の授業の他にマクマスター大学が留学生のために ESL のクラスを月曜日から木曜

日夜 7 時から 10 時まで無料で開いており、課題に追われていないときはできるだけ出席し

ていました。正直、こちらに来て自分の英語力の低さをあらためて痛感したので、大学の

授業だけでは十分でないと思いました。英語に囲まれて生活しているので少しは英語力が

上がった気がするものの、テレビ番組や映画を十分に理解できるレベルではないですし、

大学の授業でのグループワークやディスカッションでは、カナダ人のスピードについてい

けないという感じです。当たり前ですが交換留学に行ったからと行って急激に英語力が伸

びるわけではなく、帰国後も含めて粘り強く続けていく必要があるなと感じています。 
 
■最後に 
 まずは最後まで読んでくれた皆さんありがとうございました。留学では、語学だけでな

く、その国の文化や考え方に触れることができます。そしてなにより、いろいろな経験を

することができ、人間的に成長できると思います。大学入学時からなんとなく留学したい

なと思っており、3 年のときに面接に落ちてしまいましたが、あきらめずに語学留学に行っ

てほんとに良かったと思っています。留学に行きたいけれど、語学力が足りないという人

もあきらめずに頑張ってください！私の留学体験は順風満帆ではないですが、回り道をし

てよかったなと感じでいます。みなさんも興味があればぜひ挑戦してください！ 
 
《留学アンケート》 
① おすすめ（ガイドブックにないスポット、観光地、店、お気に入りの場所、食事 etc.） 

フィリピン 
 Emerald Green（マクタン島のダイビングショップ、スタッフさんがおもしろい） 
カナダ 
 ナイアガラ近くのワイナリー（ワインの試飲ができる） 

② マナーやタブー 
 フィリピン 人前でゲップをしてもよい 
③ 持っていってよかったもの（重宝したモノ、喜ばれた日本のモノ、ウケた特技 etc.） 
 下痢ストッパ 
④ 留学前の必見本 or ウェブサイト 
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