
セメスター1
（4月～7月）

関西学院大学

言語コミュニケーション能力
養成科目を中心に履修

2つの修士号を取得できる
ダブルディグリーコースです。

■ 2年間の基本的な流れ

スターリング大学

創　　立：1967年
学校種別：国立
所 在 地：英国スコットランド

TESOL (Teaching English to Speakers of Other Languages)
英語の非母語話者への英語教授法。スターリング大学では、モジュール（科目）選択の組み合
わせによって、TESOL、TESOL Applied Linguistics、TESOL Teaching Methodology 
TESOL Sociolinguisticsの4つから、取得する修士号(MSc)を選ぶことができます。

関西学院大学大学院からスターリング大学大学院に2セメスター留学し、所定の
単位を修得して双方の修士論文審査に合格することによって、両大学の修士号
を取得できる制度です。

世界の大学ランキングにおいて総合五つ星を獲得する英国スコット
ランドの総合大学。湖や18世紀の古城を取り囲む330エーカーの広
大なキャンパスに、講義棟、図書館、学生寮、スポーツ施設、アート・セ
ンター、カフェ、レストランが建ち並び、11,000人以上の学生が学ぶ。
115ヶ国からの留学生が全体の23％を占め、学習・生活の両面にお
けるサポートも充実している。
＊QS World University Rankings 2015/16

TESOLを専攻し英語教育を学ぶことができます。
世界各国の留学生と机を並べながら、最新の研究動向に精通したアカデミックスタッフ
のもと、英語教育の実践的テクニックと、その裏付けとなる理論を学ぶことができます。

■ 主な受験資格

■ 学費・奨学金

■ その他
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セメスター2
（9月～12月）

スターリング大学

TESOLコースで
専門科目履修

セメスター3
（1月～8月）

スターリング大学
TESOLコースで
専門科目履修
学位論文提出

セメスター4
（9月～3月）

関西学院大学

専門科目、演習科目の履修
学位論文提出

1年次 2年次

学　費 奨学金

関西学院大学：5万円（通常：約70万円）
スターリング大学：£9,000（通常：£15,100）

約35万円
（+入学金20万円） 約35万円

月額7万円支給
（留学期間中）

1年春学期 1年秋学期 2年春学期 2年秋学期

主な受験資格

入学試験形態

◎専修免許（英語）取得可能

•IELTS 6.0 以上（Speaking & Listening 5.5 , 
Reading & Writing 6.0 ）
•TOEFL IBT: 69点以上（Speaking 17 , 
Listening 11, Writing 23 , Reading 18）
•Pearson Test of English(Academic): 54点
以上（Speaking 51, Listening 56 , Reading 
& Writing 60）
•Cambridge Certificate of Proficiency in 
English (CPE): Grade C
•Cambridge Certificate of Advanced 
English (CAE): Grade C

希望者は「スターリング大学ダブルディグ
リーコース入試」を受験します。

口述試験

世界中の留学生が集う
英国スターリング大学で学び、
両大学の修士号を取得する。
最短2年間で、本研究科修士号（言語教育学または言語科学）および
スターリング大学大学院MSc（TESOL）の2つの修士号を取得できます。
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＜Message＞
     As the Programme Director for the Double Degree between the universities of Kwansei Gakuin and Stirling, I am 
delighted to report that our �rst Double Degree student graduated in March 2018.  After two years of study, this student 
graduated with two Master level degrees rather than one.  
     In an increasingly competitive world, I believe that Double Degrees are a sign of the future.  In the world of teaching 
in general and TESOL in particular, the more exposure to and awareness of different learning and teaching styles can 
only enrich and develop our knowledge and understanding of the �eld, which, in turn, informs our own practice.  By 
providing the opportunity to study in Japan and Scotland, our Double Degree offers that opportunity precisely.    
Other bene�ts of the Double Degree programme include: it provides an excellent balance between theory and practice; 
it increases your cultural awareness as you work and study with native and non-native speaking students from other 
parts of the world and most importantly, it increases your future employability and promotion prospects.  Graduates of 
our Double Degree are truly global citizens.

University of Stirling 
MSc in TESOL 
Programmes Director

Anne Lawrie

金山 篤志
2019年3月前期課程修了
オックスフォード大学留学中

私はダブルディグリーコース2期生として2019年3月に両大学で修士号を取得しました。
本コースの良いところは、異なる特色をもつ関西学院大学とスターリング大学の教育を
受け、言語学、応用言語学、言語教育学など幅広く理論を学ぶことができる点です。この
ためそれまで英語教育に携わってきたものの、ある教育法がなぜ有効なのか（またそう
でないのか）を、知りたい、考えてみたいと思っていた私には大変有意義なコースでした。
また両大学には研究をサポートしてくれる先生がおられ
るため、研究にしっかり取り組みたい方にもおすすめで
す。実はスターリング大学には英語をこれまで教えた経
験のない学生もたくさん来ています。英語を教えたこと
がなくても、英語教育や応用言語学に興味があるという
方は、是非、応募を検討してみてください。関西学院
大学もスターリング大学も大変美しいところです。また
私は両大学で良い友人に恵まれました。チャレンジする
なら全力で！きっと良い道が開けると思います！

修了生からのメッセージ

Double Degree Course
UN I V E R S I T Y  o f  S T I R L I NG

スターリング大学ダブルディグリーコース




