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Language and Intercultural Study Abroad (LISA)

言語および海外異文化研究 
英語を母国語としない学生向けプログラム 

ダブリンシティ大学 (DCU) の言語および海外異文化研究 (LISA) は、DCU の「海外留学」または「3年生向け海外留学」 
(JYA) プログラムの入学条件を満たしているが、最低の英語力条件を満たさない学生向けのプログラムです。*   学生は、勉学や
キャンパスライフを通じてアイルランド人学生や他の留学生と交流し、数々の賞に輝く DCU のジムを含む、最高のキャンパス施
設を利用することができます。留学生は学生寮に滞在できますが、ホストファミリーのもとで生活することもできます。アイルラン
ドの豊かな文化や社会をじかに満喫できます。

*大学向け英語力条件 – IELTS の総合得点 6.5 (6.0 点未満の科目がないこと)。

DCUでの時間は素晴らしいものでした。DCUは設備も整い、学生たちはフレンドリーでスタッフもとても
親切です。ダブリンでの生活もとても楽しかったです。

Ryosuke Yokota - Waseda University - DCU Semester One 2017/18

LISA プログラムは柔軟性が高く、英語力レベルの異なる学生向けに 3 つのオプションが提供されます。 

オプション 1 

推奨中核モジュールを受講し、各学期に選択科目から 10~20 ECTS 単位を取得することができます。1学期または1年間の
講座が受講できます。IELTS 5.5 またはそれに相当する得点が必要です。

第1学期
推奨中核モジュール

第2学期
推奨中核モジュール

Introduction to Contemporary Irish Society  
現代アイルランド社会入門 (LC103)

特に、最近のアイルランド社会の変化に伴って論争の的になった問
題に重点を置き、現代アイルランド社会の社会的・経済的・政治的
な特徴を説明する。

Intermediate English language Skills  中級英語力 (EN111)

Language and Intercultural Studies  
言語および異文化研究 (LC110)

文化に関する現代的理論、文化における言語の役割、現代の国際
コミュニケーションにおける多文化主義の役割の紹介。

Intermediate Language Skills 2 
中級英語力 2 (EN141)

選択科目 選択科目
Language Skills and Intercultural Communication 
言語技能と異文化コミュニケーション (EN372)

English for Academic Purposes 1 
大学入学のための英語 1 (EN373)

Identity and Belonging 
アイデンティティと帰属意識 (LC109)

Intercultural Communicative Competence 1 
異文化コミュニケーション能力 I (LC120)

Debating Skills 
討論技能 (EN104)

Reading and Writing Skills 読み書き技能 (EN375)

Oral Skills 会話技能 (EN321)

Contemporary Cultural Debates 
現代文化についての討論 (LC113)

English Language Skills: Globalisation 
英語力：グローバリゼーション (EN103)

Internationalism and Global Culture 
国際化とグローバル文化 (LC202)

Interculturalism in Practice 
異文化間コミュニケーションの実践 (LC206)

上記モジュールではすべて 5 ECTS 単位が与えられ、100% 継続評価 (1月と5月の期末試験なし) です
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オプション 2

各学期でオプション 1 と同じモジュールが選択できます。   DCU 法学および政治学プログラムから特定の選択科目を選
ぶことができます。IELTS 6.0 またはそれに相当する得点が必要です。

第1学期 
(追加選択科目の例)

第2学期 
(追加選択科目の例)

International Relations and Security 
国際関係と安全保障 (LG117X)

The Emergence of Modern America 
現代アメリカの出現 (LG114X)

International Organisations 
国際組織 (LG132)

Introduction into Modern Ireland 
現代アイルランド入門 (LG112X)

America and the Wider World 
アメリカとその周囲の社会 (LG211X)

Introduction into European Integration 
欧州統合入門 (LG104X)

オプション 3

このオプションを選択すると、上で選択した1学期または1学年専門プログラムを受講する前に、DCU 語学サービスで学術目的では
ないセッション準備用英語プログラム (PSE) を受講することができます。PSE によって、オプション 1 または 2 に入学するために
必要な英語力を身に付けることができます。詳細は www.english.dcu.ie/ をご覧ください。セッション準備用英語コースの間、ホス
トファミリー宅に居住することができます。

大学入学条件

GPA 基準 2.5～2.7/4.0

大学レベル 認定大学で1年間の学習を終了する

英語力レベル

オプション 1 IELTS 5.5 または相当レベル (5.0 点未満の科目がないこと)

オプション 2 IELTS 6.0 または相当レベル (5.5 点未満の科目がないこと)

オプション 3 IELTS 5.0 または相当レベル (4.5 点未満の科目がないこと)

プログラムの期間

第1学期  –「秋」 • *9月～12月

第2学期  –「春」 • *1月～4月

1学年 • *9月～5月

*日程は変更されることがあります – ウェブサイトを確認のこと     - DCULS PSE コースは、各学期または1学年に先立ち、必要な期間
開講されます。通常、IELTS レベルを 0.5 点上げるには 12 週間の期間を要します。                      

出願方法 / 授業料 
https://www.dcu.ie/international/LISA-Program-Lower-IELTS.shtml  から出願書類をダウンロードしてください。  

宿泊施設

LISA プログラムに入学を許可された学生は、DCU のアパートタイプの寮への入居申込ができます。 
詳細ならびにプログラムの授業料については http://www.dcuaccommodation.ie/accommodation/dcu-international-
students/costs をご覧ください。 

お問い合わせ先
ウェブサイト： dcu.ie/international/lisa-program-lower-ielts.shtml            Eメール： study.abroad@dcu.ie または dcu.japan@dcu.ie 
Facebook ： DCU.International.Office             Twitter ： @DCUIntl  
Instagram ： https://www.instagram.com/dcuint/            電話： +353-1-700-7411 

LISA オプションのモジュールオプションの記載内容は本書印刷時に正確ですが、随時変更されることがあるため、指針にすぎません。
ダブリン･シティ大学では、本書中の誤謬や脱落に関して一切責任を負いません。本学の理事会では、随時、通知をもって、学習プログラムやコースや大学規則を変更・修正・

改変・削除することがあります。
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Website Facebook Twitter
www.dcu.ie/international DCU International @DCUIntl

Email YouTube/Instagram
dcu.japan@dcu.ie  @dcuint

Photo - ‘Into the Unknown’  
Taken by DCU International Student - Kashif Ahmad
 
A winning entry in DCU International  
Photo Competition 2017.
Location : Bray / Greystones, Wicklow Ireland


