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留学というものは一生のうち何度もするもので
はありません。そして、人によって留学は人生
の方向性を変えるほど、とても貴重で大きな意
味のあるものです。だからこそ、しっかりと情
報収集し、慎重に留学先を選ばれていることと
思います。

留学計画でもっとも大切なこと。それは「留学
先選び」です。留学の成否を分ける根本的な部
分で、留学計画の第一歩になります。

ただいろいろな留学先があるなかで、自分に
とってどこがもっともよいのかということはな
かなか分かりません。なぜかというと理由は２
つ。

１．情報不足
２．選択基準があいまい

ぼんやりとした自分の希望はあるけれど、決定
的な基準がない。そもそもどういう基準で選べ
ばいいか分からない。そして、明確な比較情報
がない。

なので多くの方が、
・先輩や友達も行っていたから…
・人が優しそうだから…
・自然がきれいそうだから…
・知り合いがいいって言っていたから…

というぼんやりとした感
じで留学先を決めてし
まっています。

そこで今回ご紹介する
「海外語学留学先 徹底
比較ガド」では12の
選択基準をもとに、

・従来の欧米留学
・マンツーマンで人気の
フィリピン留学

・いま非常に注目され
ているマレーシア留学

を徹底比較しました。

私はこれまで9ヶ国17都市での移住、長期滞在、
そしてカナダ、オーストラリゕ、フゖリピン、
そしてマレーシゕでの留学のお手伝いを長年し
てきました。その経験から、留学の比較情報を
書き下ろしました。

12の選択基準の中には、あなたが重要視するも
のもきっとあります。自分が重要視する選択基
準をもとに留学先を選ぶことで、ご自身のご希
望にもっとも合った留学先を見つけることがで
きるはずです。

マレーシゕ留学サポートセンター
代表 斉藤 高志
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※１ 本書における欧米留学とはゕメリカ、ギリス、カナダ、オーストラリゕ、ニュージーランドなど語学留学の候補
国を総称しています。

１．学校のクオリテゖ

２．講師の質

３．生徒の多国籍度

４．日本人の割合

５．住居

６．留学費用

【12の選択基準】

７．生活環境

８．留学生活の充実度

９．ンターンシップ＆ボランテゖゕ

１０．治安

１１．留学後の進路

１２．グローバル人材

では、それぞれの項目について詳しくみていきましょう。

「学校の質」「留学費用」「環境」などいろんな選択基準がありますが、ここでは留学先を決める
ための12の選択基準で欧米留学(※1)、フゖリピン留学、マレーシゕ留学を徹底的に比較してみまし
た。



比較ポイント
①学校のクオリティ／②講師の質
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【欧米留学】
語学学校の数も多く競争が激しい
ため、非常にクオリテゖの高い語
学学校が多数あります。

10名～15名前後のグループレッ
スンが主流。研究されつくした
レッスンカリキュラムで、確実に
英語力がつくように設計されてい
ます。また、レベル別にクラス分
けがされており、学校によっては
17レベルに分かれているところ
も。
IELTS準備コースやケンブリッジ
検定などのコースも。

留学において学校のクオリテゖはもっとも重要な項目のひとつです。カリキュラムや授業レベル、シラバス
（学習計画）や、学校の運営方針などを含めて学校のクオリテゖを見ていきます。

【フゖリピン留学】
フゖリピンのほとんどの学校が韓
国資本の語学学校で、詰め込み式
のカリキュラム。授業時間は1日
6時間程度で、授業の60％はマン
ツーマンレッスン、40％はグ
ループレッスンというのが最大の
特徴です。日系の学校の中には
100％マンツーマンのクラスもあ
ります。マンツーマンレッスンは
周りを気にすることなく英語を話
せるメリットがあります。
またTOEICクラスも充実してい
ます。

【マレーシゕ留学】
マレーシゕにある語学学校はゕメ
リカやギリス、オーストラリゕ
にある語学学校がマレーシゕ校を
設立していて、本国と同じ高いク
オリテゖの授業を行っています。
欧米式の質が高く、英語力がもっ
とも効率的に伸びるシラバス（学
習計画）が組まれています。

レベル別にクラス分けもしっかり
されていて、初級レベルの人から
中級、上級者までしっかり学べま
す。IELTS準備コースはもちろん、
中国語も同時に学ぶコースもあり
ます。

【欧米留学】
ほぼ全員がネテゖブスピーカー
で、かつ英語を教える資格保有者
しか講師になれません。

各学校が厳しく選考するため、講
師のクオリテゖは非常に高いです。

何かを習うときに、「誰から学ぶか？」ということは英語の習熟度・上達度に大きな影響があります。例
えば外国人に日本語を教えるとき、素人が教えるのと、日本語教師が教えるのとでは、6ヶ月後のその外
国人の日本語力は雲泥の差になることは想像に難くありません。英語も同じです。「誰から学ぶか？」は
非常に大切なポントです。

【フゖリピン留学】
ほぼ全員がフゖリピン人講師です。
また英語を教える資格を持ってい
る講師はごく少数であると言わざ
るをえません。

訛りが気になることもあり、フゖ
リピン英語に慣れても、ネテゖ
ヴの英語は聞き取れないというこ
とも。また、講師のスキルに差が
あり、講師によってはせっかくの
マンツーマンレッスンでも効果の
低いものになってしまいます。

【マレーシゕ留学】
欧米系の語学学校と同様に、多く
がネテゖブスピーカーで、かつ
英語を教える資格保有者しか講師
になれないため、非常に講師のス
キル＆クオリテゖが高いです。

マレーシゕはゕジゕの格安留学先
としては唯一、有資格者のネ
テゖブ講師から学べるので、欧米
と同じ環境のクラスでネテゖブ
の英語を学べます。当然、へんな
訛りが身につくこともありません。

◎学校の
クオリティ

欧米留学 フィリピン留学 マレーシア留学

◎○
比較ポイント①

◎講師の質

欧米留学 フィリピン留学 マレーシア留学

◎△
比較ポイント②

比較① 学校のクオリティ

比較② 講師の質



比較ポイント
③生徒の多国籍度／④日本人の割合

【欧米留学】
語学学校によりますが、日本、韓
国、中国からの留学生が中心です。

他にヨーロッパ各国、南米（ブラ
ジル、チリなど）からの留学生が
おり非常に多国籍な環境です。

留学生活を彩る要素のひとつが、地元の人々や世界中のいろんな国の留学生と友達ができることです。留学中
にできた友達は一生付き合える存在です。世界中にいろんな国の友達がいる。それだけで人生は何倍も充実し
ます。留学生の多国籍度は留学中だけでなく、留学後も含めてとても大切な指標です。

【フゖリピン留学】
留学生はほぼ韓国人と日本人のみ。
日本人経営の学校の場合、100％
日本人という環境もあります。

授業は英語ですが、できる友達は
日本人、生活もほぼ日本語で過ご
すという環境になりがちです。

【マレーシゕ留学】
マレーシゕ全体では150ヶ国以上
からの留学生がおりとても多国籍
です。

語学学校の留学生も多国籍で、中
東ゕジゕ（サウジゕラビゕ、ラ
ン、ラク、オマーンなど）、中
央ゕジゕ（カザフスタン、ロシゕ、
ウクラナなど）、東南ゕジゕ
（タ、ベトナム、ラオスなど）、
ほかにはドツ、タリゕ、韓国
などからの留学生がいます。

【欧米留学】
欧米の語学学校の場合、人気校の
日本人割合は20％～30％。クラ
スに２～４人といったところです。

質の高い学校の場合、国籍制限を
設けており、ひとつの国の留学生
が30%を超えないように調整し
ている学校もあります。

留学先の日本人の割合は気になるところ。日本人が多いとつい日本語を話してしまうのではと心配ですよ
ね。実際にせっかく留学しても、できた友達は日本人だけだった、、、という留学失敗談も聞いたことが
あると思います。そうならないために知っておくべきことが日本人留学生の割合です。

【フゖリピン留学】
フゖリピンの語学学校はほとんど
が韓国資本の学校で、留学生も韓
国人と日本人がほとんどです。

学校にもよりますが日本人割合は
30％前後。前述のように日本人
経営の学校の場合、100％日本人
という学校もあります。

【マレーシゕ留学】
日本人にとってマレーシゕ留学は
まだ新しい留学先です。そのため
時期によりますが日本人の割合は
低くて人気校でも15％前後。学
校によっては5％以下というとこ
ろもあります。

◎生徒の
多国籍度

欧米留学 フィリピン留学 マレーシア留学

◎×
比較ポイント③

普通日本人の割合

欧米留学 フィリピン留学 マレーシア留学比較ポイント④

比較③ 生徒の多国籍度

比較④ 日本人の割合

多い 少ない
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比較ポイント
⑤住居
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【欧米留学】
欧米留学の場合、はじめの１ヶ月
～３ヶ月はホームステをし、そ
の後はフラットと呼ばれるシェゕ
ハウスに移動するのが一般的です。

ホームステはホストフゔミリー
によってあたりはずれがあること
もしばしば言われていることです。

衣食住の「住」の部分である住居。生活の基礎になりますので、どんなところに住むかというのはとても大切
な留学の要素です。

【フゖリピン留学】
フゖリピン留学のほとんどは学生
寮になります。学校が管理してお
り、一人～三人部屋。食事付きの
ところが多く、生活のすべてが学
生寮内で完結するので便利です。

学校によっては食事の時間が決め
られていたり、寮内は基本的に禁
酒・禁煙だったりします。規制が
厳しい学校は門限があったり、平
日は外出禁止のルールがあり、規
則をやぶると罰金を設けている学
校もあります。

【マレーシゕ留学】
欧米ではホームステが一般的で
すが、マレーシゕ留学ではシェゕ
ハウスがコストも安く一般的です。

シェゕハウスは3ベッドルームの
コンドミニゕムを他の留学生と共
同で利用します。寝室は個室、リ
ビング、キッチン、バス・トレ
は共有になります。自炊も自由に
でき、門限などはなく自由に生活
することができます。 24時間セ
キュリテゖなど安全面も万全。さ
らにプールやジムも無料で利用で
きます。

◎住居

欧米留学 フィリピン留学 マレーシア留学比較ポイント⑤

比較⑤ 住居

なぜコスパのいい留学先が必要なのか？コラム

当ガドはコスパのよい留学先を欧米留学、フゖ
リピン留学、マレーシゕ留学を比較しながらお話
しているわけですが、それではなぜコスパの良い
留学先が必要なのでしょうか？

結論から言うと「最高の留学を、ベストなタイミ
ングで実現するため」です。

まず知っていただきたいのが、人生のなかで留学
できるタミングはそれほど多くありません。多
くの方の留学をお手伝いをしていて思うことは、
一度留学のタミングを見逃すと、次のタミン
グが訪れるのは、5年～10年先。場合によっては
それ以上になります。つまり、その期間はずっと、
英語を話せない人生のまま…ということ。なので
「留学はできるときにする」これが鉄則なのです。

ただ、留学できるタミングであったとしても、
現実問題として、「留学の貯金が十分でないので、
したくてもできない…」ということがあると思い
ます。

特に欧米留学は費用が高額になります。3ヶ月の留
学で約100万円～120万円、6ヶ月だと約200万円、
1年間だと約350万円～400万円必要になります。

これだけのおカネがないとなると、せっかくのタ
ミングを失ってしまうことになります。欧米留
学にこだわることで、留学に行く時期を逸してし
まっては、元も子もありません。留学にいけるタ
ミングで、最善の選択をし、人生のできるだけ
早い段階で英語力を身につけてしまえば、留学後
の人生はすべて「英語を話せる人生」となります。

留学費用をためるのに時間をかけ、英語を話せな
い人生を過ごすのか、いまベストなタミングで、
留学をして人生の早い段階で、英語が話せる人生
を過ごすのか、どちらがいいかは明白です。個人
的には留学費用をためる時間はもったいないです。

ただ、いくら安くても、留学のクオリテゖは下げ
たくないです。となると、留学費用はできるだけ
おさえて、かつ欧米並みのクオリティの留学がで
きる留学先がベストな選択となるわけです。

○ ◎



比較ポイント
⑥留学費用

【欧米留学】
国により若干の差はあるものの、
欧米留学の費用は一般的に高めで
す。物価も日本と変わらないため、
生活費も相応に必要になります。

留学の計画をする際にもっとも気になるのが留学費用。留学費用が高いと手が出ませんし、留学費用を貯
金するのに時間がかかって、留学に行く時期を逸してしまっては、元も子もありません。安いことだけが
いいわけではありませんが、決して安くない留学費用をどのように効率的に、かつ効果的に活用できる留
学先とはどこでしょうか？

【フゖリピン留学】
マレーシゕ留学とほぼ同じくらい
の留学費用です。物価は日本の
1/3程度となり、さらに食事など
もついていますので、留学費用は
非常にリーズナブルです。

【マレーシゕ留学】
クオリテゖは欧米の語学学校と同
様のマレーシゕですが、授業料は
欧米の半額です。物価も日本や欧
米の1/2なので、トータル的な留
学費用も欧米の半額になり、「高
クオリテゖ×低コスト」を実現で
きる留学先です。

比較⑥ 留学費用

◎留学費用

欧米留学 フィリピン留学 マレーシア留学

◎△
比較ポイント⑥

留学期間 欧米留学 フィリピン留学 マレーシア留学

1ヶ月 約53万円 約26万円 約27万円

2ヶ月 約85万円 約45万円 約44万円

3ヶ月 約117万円 約66万円 約63万円

6ヶ月 約214万円 約127万円 約124万円

8ヶ月 約274万円 約164万円 約156万円

10ヶ月 約334万円 約211万円 約187万円

12ヶ月 約407万円 約246万円 約219万円

留学期間別 概算の留学費用一覧表

入学金、授業料、テキスト代、宿泊費、食費・生活費、海外留学生保険代、航空券代などを含めた留学総
額の予算です。（費用概算です。学校、住居、生活スタルによって異なります。）

費用はあくまでも一般的なものとなり、学校や住居
や生活スタルによって、個人差はもちろんありま
すが、留学費用が安いことで有名なフゖリピン留学
は、ほぼマレーシゕ留学と同じくらいです。

また、欧米留学とマレーシゕ留学／フゖリピン留学
を比べると、どの期間においてもほぼ2倍のコスト差
があることが分かります。裏を返せば、
「欧米留学に行く費用で、マレーシゕ留学をすると2
倍の期間の留学ができる。」
「同じ予算で2倍の留学期間を確保できる」

ということです。

例えば、120万円という予算がある場合、欧米では
3ヶ月の留学しかできませんが、マレーシゕ留学では
欧米の2倍の6ヶ月の留学が可能です。

このポントはとても重要。というのも、英語力は
どれだけの期間、英語に浸る時間を持ったかどうか
に比例します。単純に考えて、2倍の留学期間を確保
できるほうが間違いなく英語がのびます。
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比較ポイント
⑦生活環境／⑧留学生活の充実度
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【欧米留学】
先進国として日本と同等のンフ
ラ整備がされています。公共交通
機関も、医療機関も充実していま
す。

当然、ショッピングセンターや
スーパーマーケット、コンビニ、
レストランなどがあり、普段の生
活で困ることはありません。

交通機関、医療機関、ショッピングセンターやスーパーマーケットなど生活するための環境は留学生活の基礎
になります。生活の利便性、快適度など総合的に見ていきます。

【フゖリピン留学】
街のンフラ整備はまだこれから
で、公共の交通機関はタクシーが
中心となります。ただ治安がよく
ないのでタクシー利用も不安が残
ります。

生活に必要なスーパーマーケット
などは充実していて、フードコー
トや屋台などもあり、非常にリー
ズナブルです。衛生面は不十分と
の声もあります。

【マレーシゕ留学】
2020年に先進国入りを目指すマ
レーシゕはンフラ整備も進んで
いて、公共交通機関も整備されて
います。電車網も整備されていて、
とてもリーズナブルで移動もしや
すいです。日本語の通じる病院も
あり安心です。

ショッピングセンターやスーパー
マーケット、市場、コンビニ、レ
ストラン、フードコート、屋台な
ど多彩で、日本に比べて非常に
リーズナブルです

【欧米留学】
都市部ならシテゖラフを楽しめ
ますし、ビーチが近くにあれば放
課後や週末にビーチでゆったりす
ることもできます。

また、ホームステ文化が根付い
た欧米では週末にバーベキューを
したり、ホストフゔミリーと出か
けたりということもあります。

留学の第一の目的は英語力を伸ばすことですが、放課後や週末の楽しみ方次第で留学生活の充実度は何倍
にも変わってきます。留学中にどんなことができるのかということはとても大切な要素です。

【フゖリピン留学】
ビーチリゾートとしても有名なセ
ブ島では、週末にビーチにでかけ
たり、マリンスポーツを満喫する
ことができます。

学校が企画する週末ゕクテゖビ
テゖに参加するのも一つの方法で
す。また、クラブやバーなどもあ
りナトラフも楽しむことがで
きますが、治安が気になることは
否めません。

【マレーシゕ留学】
世界遺産マラッカやジョージタウ
ンやショッピングはもちろん、
ビーチリゾートや高原リゾート、
カジノなどもあります。週末に
ビーチリゾートに行き、パラセー
リングやシュノーケリングを楽し
めます。治安がよいので安心して
楽しめる点もポントです。

また、地理的に東南ゕジゕの中心
に位置するマレーシゕは、週末に
周辺の国への小旅行も気軽に楽し
めます。

生活環境

欧米留学 フィリピン留学 マレーシア留学

△
比較ポイント⑦

留学生活の
充実度

欧米留学 フィリピン留学 マレーシア留学比較ポイント⑧

比較⑦ 生活環境

比較⑧ 留学生活の充実度

○

◎ ◎

○

○



比較ポイント
⑨インターンシップ＆ボランティア／⑩治安

【欧米留学】
先進国ではンターンシップもボ
ランテゖゕも非常に盛んです。
ンターン先もボランテゖゕ先も豊
富にあり、興味のあるところから
選択することができます。

ただ、一般的に語学力を問われる
ンターンシップ先・ボランテゖ
ゕ先が多く、英語でのコミュニ
ケーション力が求められます。

留学〒αの経験をしたい方におすすめなのがンターンシップ＆ボランテゖゕです。身に付けた英語力を実践
で試すことができ、さらに現地での人脈を広げることができ、近年とても注目されています。

【フゖリピン留学】
フゖリピンのンターンシップも
人気です。多くは語学学校が提供
するサービスとしてのンターン
シップで、日本語80％・英語
20％といった職場環境が中心で
す。

ボランテゖゕは豊富にあり、ボラ
ンテゖゕ目的でフゖリピンに行く
人もいるほどです。

【マレーシゕ留学】
マレーシゕはンターンシップや
ボランテゖゕがとても盛んな国で
す。また欧米に比べ、高い英語力
を求められず、英語に自信のない
方でもトラしやすい雰囲気があ
ります。
ンターンシップの募集は多く、
大企業からスタートゕップ企業、
社会企業まで。業種も事務職、営
業職、マーケテゖング、市場調査
など多岐にわたります。
ボランテゖゕはチャルドケゕや
リサクリング、難民ケゕなど
様々。

治安がよいと、のびのびと留学生
活を楽しむことができますし、い
ろいろな人々との出会いも広がり、
結果的に留学自体のクオリテゖが
上がります。

現地の治安を客観的に知るために
ギリスのエコノミスト紙が毎年
分析している「世界平和度指数」
が参考になります。暴力、犯罪、
戦争、軍事費など24項目にわ
たって162カ国を対象に分析し、
各国や地域がどれくらい平和かを
相対的に数値化したものです。

留学先の治安は留学生だけでなく、留学生を送り出す家族にとっても気になるところ。安心面での留学先
選びの最重要ポイントです。

世界平和度指数（2015年）
1位 ゕスランド
4位 ニュージーランド
7位 カナダ
8位 日本
9位 オーストラリゕ
28位 マレーシゕ
39位 ギリス
42位 韓国
94位 ゕメリカ
141位 フゖリピン
143位 ンド
153位 北朝鮮

8位の日本を基準にみてみると、語学留
学先の人気国としては4位のニュージー
ランド、7位のカナダが日本よりも平和
ということになります。9位のオースト
ラリゕもほぼ同等です。

マレーシゕは28位。ゕジゕ地域では日
本、ブータン、シンガポールに続き第4
位です。マレーシゕよりも治安がよく
ないのは39位ギリス、94位ゕメリカ。

さらに、ワースト20に入りそうな141
位フゖリピンとなります。北朝鮮が
153位というところをみると、フゖリ
ピンの治安の悪さが分かります。

インターンシップ
＆ボランティア

欧米留学 フィリピン留学 マレーシア留学比較ポイント⑨

治安

欧米留学 フィリピン留学 マレーシア留学比較ポイント⑩

比較⑨ インターンシップ＆ボランティア

比較⑩ 治安

○

○○ ×

◎ ◎

7



比較ポイント
⑪留学後の進路の可能性／⑫グローバル人材

8

【欧米留学】
学費は高額になりますが大学や専
門学校に進学することができます。
また、国によってはワーキングホ
リデーのビザを取得したり、スポ
ンサー企業をみつけビジネスビザ
で仕事をすることでキャリゕゕッ
プすることも可能です。

【フゖリピン留学】
現地での大学進学・現地就職はあ
まりなく、基本的に日本に帰国し、
就職活動というのが一般的です。

留学は人生を左右する大きなベントです。現地でどれだけ頑張れるかにもよりますが、そもそも「どこに留
学するか？」で留学後の方向性が決まります。留学はあくまでも人生の可能性を広げるためのツールでしかあ
りません。社会という戦場にでるときに、弓矢を持つのか、鉄砲を持つのか、あるいはマシンガンを持つの
か？その選択は留学先選びにあります。

【マレーシゕ留学】
マレーシゕ留学後の進路ですが、
最近人気なのがマレーシゕ国内の
大学進学、あるいはマレーシゕで
の就職です。

マレーシゕの大学はその質の高さ
が注目されています。またマレー
シゕで1年学んだあと、提携して
いる欧米大学に編入できる「ツ
ニング・プログラム」も人気を呼
んでいます。

【欧米留学】
世界の最先端と言えばゕメリカ。
人種のるつぼゕメリカでの留学を
通じて先にお話したグローバル人
材に必要なスキルを身に付けるこ
とができます。

ただ、オーストラリゕやカナダ、
ニュージーランドなどは日本との
経済規模としてのつながりはそれ
ほど大きくなく、またこれから増
える要素もありません。

ゕジゕ、そして世界で活躍する人材になるための留学と位置付けた場合、どこに留学をすることが最短距
離なのでしょうか？「英語が話せること＝グローバル人生」ではないいまの時代。戦略的に留学先を選ぶ
必要性が高まっています。

【フゖリピン留学】
人口はASEAN2位と高いポテン
シャルはありますが、失業率が高
いこと、スキルを持った人材が国
外に流失してしまうということも
あり、グローバル人材育成という
点ではマレーシゕに後れを取って
います。

ただ今後の成長次第でASEANを
けん引する経済力、成長性は大き
なポテンシャルを秘めています。

【マレーシゕ留学】
これからは「ゕジゕの時代」と言
われており、今後ゕジゕが世界経
済の中心になっていきます。その
中でもマレーシゕは多民族国家、
経済成長力、政治の安定度など総
合的に注目されています。

ASEANに進出する日本企業が急
増している現状を踏まえると、多
文化を一度に学べるマレーシゕで
の留学経験はグローバル人材に必
要な２つのスキル「英語でのコ
ミュニケーション力」、「異文化
を理解する能力」を身に付けるの
に最適な留学先と言えます。

留学後の進路の
可能性

欧米留学 フィリピン留学 マレーシア留学比較ポイント⑪

グローバル人材

欧米留学 フィリピン留学 マレーシア留学比較ポイント⑫

比較⑪ 留学後の進路の可能性

比較⑫ グローバル人材

◎○

◎
失業率の低いマレーシゕは求人も
多く、留学生の就職環境としても
恵まれています。また、日系企業
の進出も急増していて、現地での
就職も引く手あまたのじょうたい
です。語学力があり、日本レベル
のビジネス・スキルがあり、ロー
カル嗜好を知っている日本人留学
生にチャンス大です。

もちろん帰国後に就職活動する選
択肢もあります。

○◎

○



12のポイント比較一覧表

◎①学校のクオリティ

欧米留学 フィリピン留学 マレーシア留学

◎○

比較ポイント

◎②講師の質 ◎△

◎③生徒の多国籍度 ◎×
普通④日本人の割合 多い 少ない

◎⑤住居 ○

◎⑥留学費用 ◎△
⑦生活環境 △
⑧留学生活の充実度

○

◎ ◎
○

⑨インターンシップ
＆ボランティア ○◎ ◎

⑩治安 ○○ ×
⑪留学後の進路の
可能性 ◎

⑫グローバル人材 ◎○

○

9

留学先を決めることは留学計画の第一歩。雰囲気やメージで決めるのではなく、明確な選択基準をもとに自
分の希望にあった留学先を選びましょう。以下の12の比較ポントは主なものになりますので、留学先選び
の際に参考にしてください。

○

◎
○

◎



あとがき

10

最後までお読みいただき有難うございます。

ここまでお話してきた通り、コストパフォーマ
ンスで留学先を選ぶのであれば、留学の専門家
としてマレーシゕ留学をお勧めします。欧米の
語学学校とほぼ同等のカリキュラム、ネテゖ
ブ講師というクオリテゖに加え、留学費用は欧
米留学の半額、フゖリピン留学なみ。こんな留
学先はマレーシゕをおいてほかにありません。
また、その留学経験が就活やキャリゕゕップに
直結する留学先という面をみても、まさに世界
で一番コストパフォーマンスの高い留学先です。

ご存じのように21世紀は「ゕジゕの時代」と言
われ、実際にビジネスの中心は欧米からゕジゕ
へ移っています。また、2015年12月には
ASEAN経済共同体が発足。この人口約6億人の
未開拓の巨大マーケットに多くの日本や欧米諸
国から企業の進出が急増しています。こうした
状況が示すように、もはや世界の中心は米国で
はなく、ゕジゕなのです。

マレーシゕ留学をすることで、費用対効果よく
英語力を習得し、留学中にンターンをするこ
とで海外でのビジネス経験を得て、さらに多様

な国・人種の嗜好や興味、文化、商習慣が肌感
覚で分かる。こうした国際感覚を養うことで、
これからの時代に必要とされるスキルを効率的
に身につけることができます。

留学を検討し始めてから、実際いくまでの期間
というのは、多くの方はそれほど長くありませ
ん。学生時代に限られていたり、社会人の方で
退職しているごく限られた期間となります。

その際に、欧米留学にこだわるのも一つの選択
肢です。ただ、こだわりすぎて、留学費用をた
めるのに時間がかかり、留学に行く時期を逸し
てしまっては、元も子もありません。留学にい
けるタミングで、最善の選択をし、人生ので
きるだけ早い段階で英語力を身につけてしまえ
ば、その後の人生はすべて「英語を話せる人
生」となります。

ぜひ一日でも早く「英語を話せる人生」の扉を
開いてください。あなたの留学の夢がかなうこ
とを心からお祈りしています。

マレーシゕ留学サポートセンター
代表 斉藤 高志

マレーシア留学のご相談は…お知らせ

もっともコスパのいいマレーシゕ留学にご興味をおもちで
したら、弊社の主催するマレーシゕ留学セミナーや個別カ
ウンセリングにお越しください。セミナーではネットでは
検索できない学校や各都市の最新情報をはじめ、留学前に
絶対に知っておくべき大事な知識・ポントをお伝えして
います。

個別カウンセリングではあなたの目的に最適な都市・学
校・住居選びを無料でサポートしています。もちろんビザ
の申請やその他留学に必要なすべての準備をワンストップ
で解決できます。

ご予約はこちら

お電話

Web

Eメール

～マレーシア留学国内No.1エージェント～

マレーシア留学サポートセンター

： (03)5428-5874（平日10時～19時）

： http://www.malaysia-ryugaku.jp 

： info@malaysia-ryugaku.jp（24時間受付）



We’re looking forward to seeing you!
東京・恵比寿のオフィスでお待ちしています！

海外ステサポート株式会社
〒150-0021 

東京都渋谷区恵比寿西1-10-16 
ウエストパークビル3階

TEL : (03)5428-5874（平日10時～19時）
FAX : (03)3462-0557（24時間受付）

http://www.malaysia-ryugaku.jp 
info@malaysia-ryugaku.jp（24時間受付）

JR恵比寿駅西口、東京メトロ恵比寿駅４番
出口から徒歩２～４分です。

■JRをご利用の場合
JR山手線恵比寿駅西口をでて左方向のバス
ロータリーに進みます。駒沢通りの渡り駅に
背を向けて進み、牛丼の吉野屋を超えたら角
を右折。正面に恵比寿神社の鳥居が見えます。
神社を左折し左側の一つ目のガラス張りのビ
ルの３階です。徒歩３～４分程度です。

■東京メトロをご利用の場合
東京メトロ恵比寿駅４番出口をでたら右に進
みます。一つ目の角を右折。右側に見えるガ
ラス張りのビルの３階です。徒歩１～２分程
度です。

～マレーシア留学No.1エージェント～

マレーシア留学サポートセンター
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