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Hi! My name is Jeanette Kobayashi and I’m from a 
small town in Southern Ontario, not far from Niagara 
Falls in Canada. I’ve been living in Japan for more 
than ten years. My passion is teaching, and I love 
meeting new students and learning from them. PAGE 
students are fun because we meet often, and I can 
form great relationships with them. PAGE at Konan 
provides many opportunities for students to immerse 
themselves in the English language in fun and 
interesting ways. If you are dedicated, determined 
and want to have fun with English, th is is the 
program for you. I hope you to meet you soon!

Hello! My name is Tim Dowling and I am from the 
UK. I have been teaching English for about 30 years 
in my home country, Saudi Arabia, and Japan. 
Travelling abroad for holidays, study, and work 
opens your hor izons to a whole new world of 
different cultures and ways of thinking. With the 
globalization of business many Japanese companies 
requ i re foreign language sk i l ls  and cu ltu ra l  
awareness. PAGE, with teachers from different 
countries and travel experiences, provides you with 
the perfect opportunity to learn about these and 
f u r t h e r  d e ve l o p  yo u r  l a n g u a g e  s k i l l s  f o r  
international communication and your future career. 
I look forward to seeing you in our classes.

経営学部
住吉 沙絵（3年次留学）
ウイーバー州立大学（語学プラス交換留学） ハワイ大学

リーワードコミュニティーカレッジCコース(奨励留学)

英語集中プログラムの魅力は、短期間で集中的に英
語力を向上させることができるところです。通常２年
かけて履修する英語科目を１年半で集中的に
履修し、余裕を持って留学に臨むことができます。
また、少人数で学べることもこのプログラムの魅
力の一つです。先生に気軽に質問できるだけで
はなく、自分と同じような目標をもつ仲間を得ること
ができるので、互いに刺激しあいながら自分を高め
ることができます。将来留学したいと考えている人
や英語を集中的に学びたい人にはお勧めのプロ
グラムです。

私は入学当初から留学を考えていたわけではなく
英語力向上のためにこのプログラムを取りました。
しかし授業を受けるにつれて、クラスメイトの英語
に対する意識の高さを感じましたし、留学について
の情報を聞くことで、留学への興味が増していきま
した。留学や語学勉強に対するアドバイスなど、先
生方が私たち学生に親身に寄り添ってくれるとこ
ろがこのプログラムの何よりの魅力です。これによ
り、英語力と語学勉強に対する意欲はかなり向上
しました。英語集中プログラムに入って後悔は全く
ありません。留学を考えている人、また考えてはい
ないけれど英語をもっと力を入れて学びたいと思っ
ている人におすすめのプログラムです。

甲南大学全学共通教育センター
〒658-8501 神戸市東灘区岡本８丁目９-１　E-mail：gengo@adm.konan-u.ac.jp
TEL：078-435-2749（直通） 078-431-4341（大代表）
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文学部 英語英米文学科
鬼頭 明日香（3年次留学）

Tim Dowling

ティム・
ダウリン先生

Jeanette Kobayashi

ジネマリー・
コバヤシ先生

Hello! I am from the United States but have also 
lived in Ethiopia, New Zealand, and now Japan. I 
love traveling and interacting with people with 
unique interests, backgrounds, and ways of life. I 
have worked as a language teacher for nearly 20 
years and enjoy helping university students improve 
their English and prepare for their futures. I always 
bring enthusiasm into my classroom and encourage 
similar energy from my students. If you can study 
English with passion, you will be amazed at how 
much you can accomplish and the opportunities that 
come your way. 

Hi! My name is Michael Griffiths. I grew up in 
Melbourne, Aust ra l ia. In the PAGE at Konan 
University, we help you learn English language 
skills and learn about various cultures. If you are 
planning to study abroad, or live and work abroad 
in the future, PAGE is a fantastic choice for you. 
The teachers here help you achieve your goals and 
you will be studying with other students who will 
have similar goals to you. I hope to see you at 
Konan soon. Remember to say ‘Hi!’ to me if you 
see me on campus. 

Hello! Welcome to Konan! My name is Steve, and I 
am Australian, from Sydney. I have lived in Japan 
since I was about your age, and still love it. 
Because of that, I am enthusiastic about helping 
you in your second language, so you can see the 
world, or find success here in Japan. PAGE is an 
excellent opportunity for you to further your skills, 
and the rich experiences you can get from it will 
benefit you for years to come!

Stephen Mcnamara

スティーブン・
マクナマラ先生

Gregory Sholdt

グレゴリー・
ショルト先生

Michael Griffiths

マイケル・
グリフィス先生



Talk to the world

Konan University

留学に必要なレベルの英語力を短期間・集中的に身につけるための
教育プログラムです。岡本キャンパスのどの学部に在籍していても受
講できます。多様な文化背景を持つ熱心な講師陣がチームになって
少人数のクラスを指導します。意欲の高い仲間と一緒にあなたもこの
プログラムで学びませんか。ぜひ留学したいと思っている人も、興味は
あるけれどどうしたらよいかわからない人も、とにかく英語力をあげたい
人も歓迎します。プログラムの定員は200人です。（2022年度）

「留学のための英語集中プログラム」を開設しています。
全学共通教育センターでは

経済・法・経営学部の学生も多数
留学しています。

アメリカ

イリノイ大学 アーバナ・シャンペーン校

ニューヨーク州立大学 バッファロー校

セントラルワシントン大学

カリフォルニア大学 サンディエゴ校

ドミニカン大学 ELSランゲージセンター

ウイーバー州立大学

ピッツバーグ大学

ハワイ大学 リーワードコミュニティーカレッジ

バレンシアカレッジ

カナダ

ビクトリア大学

カールトン大学

ブリティッシュコロンビア大学

ヨーク大学

オーストラリア

マードック大学

イーデス・コーワン大学

イギリス
リーズ大学

ウィンチェスター大学

アイルランド
ダブリンシティー大学

Program for Act ivat ing 
Global Engl i sh

留学のための英語集中プログラム

留学した人数（学部別） 協定留学先（英語圏）
英語集中プログラム開講科目

q&a

※この他、100を超える豊富な留学先が「認定校留学」として用意されています。

q 留学のための英語集中プログラムに登録すると、どのような学習サポートが受けられますか？

Program for Act ivat ing Global Engl i sh

A

通常は1年かけて学習する科目（卒業に必要な科目）を半年で
学習します。

留学に向けて中級英語科目を半年で集中的に履修します。

交換留学等に必要な試験対策を集中講義で学習します。
出願に向けてスコアをアップさせよう！

留学に役立つ英語での自己表現力をさらに磨きます。

TOEFL iBT 54点
IELTS 5.5以上が目標

グローバルな学びを
講師陣がチームで

サポート

国際交流センターで定期的に行っている留学説
明会に加え、国際交流センターとタイアップして
いつでも留学相談を受けることができます。

A

※「College English 科目」は岡本キャンパス全学部1年次全員が履修する、卒業に
必要な科目です。

q 語学だけでなく、留学先のことも
教えてもらえますか？

入学後すぐに甲南ポータルサイト＜My KONAN＞で申し
込みます。登録方法は新入生向けのサイトで案内します。Aq 英語集中プログラムの登録方法を

教えてください。

Aq 英語集中プログラムに登録するために
別途費用がかかりますか？

A
point 1 point2

point4point3
甲南大学におけるグローバル教育とは!?

～『融合型グローバル教育』の推進～

up
専門能力

国際力
行動力

①入学後すぐTOEFL ITPを無料で受験でき、自分の英語力を把握することができます。
②担当教員との個人面談で英語学習面でのアドバイスを受けることができます。
③前期にTOEFL iBT（インターネット配信される問題をコンピューター上で受験するテスト）
公認トレーナーのスキルアップセミナーを受講できます。
④様々な文化背景を持つ熱心な講師陣による少人数の授業を受けることができます。
⑤年1回2万円のTOEFL iBT,IELTSの受験料補助（TOEFL iBT42,IELTS5.0以上）が
あります。

通常の授業料以外の費用は発生しません。

留学を目指して
互いに学び合える
少人数クラス

1年半で英語力を集中UP
2年次後期から留学へGO

グローバルな能力に特化した少数の「グローバルエリート」

の養成ではなく、「専門能力」「国際力」「行動力」を
兼ね備えた多数の「グローバル人材」の養成を目指して
います。

※英語集中プログラムを受講していなくても、留学することはできます

英語集中プログラムの学生で2018～2021年度の4年間に
留学した人数・割合

「College English Reading&Writing」
「College English Listening」
「College English Speaking」を学習

１年次
前期

通常は1年間かけて学習する科目

「中級英語Presentation」
「中級英語Writing」を学習1年次

後期
通常2～3年次で学習する科目

（集中講義）「TOEFLⅠ」「IELTSⅠ」を学習休暇中

プログラムの学生にのみ用意されたクラスで、
（「Speaking」「Global Topics Ⅰ・Ⅱ」「TOEFLⅡ」
「IELTSⅡ」）の中から自由に選択して学習。

2年次
前期

経営学部

21%

文学部
（英文）

法学部
14%

経済学部

17%

理工学部
知能情報学部

2%

総 計 36%

文学部
（英文以外）

10%

197人


