
ダブリンシティ大学（部局間協定校） 

 

 

１．ダブリンシティ大学の授業・留学情報 

 

1.1 ダブリンシティ大学 

 ダブリンシティ大学（以下，DCU）はダ

ブリン市内の大学でも上位にランクし，市

外からも多くの学生が入学する中堅校です。

経済学部が交流協定を結んでいるのは

DCUのビジネススクール（以下，BS）です。

英語を学ぶ留学生は一般に BS ではなく語

学スクールに在籍することが多いため，BS

にはアジア系の留学生（日本人も含む）は

あまり多くありません。また，日本のよう

に BS には男子学生が多いということはな

く，DCU の場合はむしろ女子の方が多いよ

うです。 

 

DCU の正門前。 

 

 

 DCU のキャンパスは市内中心地からバスで 20分ほどの閑静な住宅街の中にあります。同

じキャンパス内に文系・理系両方の建物が立地しています。また，キャンパス内では Bank of 

Irelandの窓口，購買の SPAR，薬局（Pharmacy）などのサービス施設を利用できます。大学

周辺では Ballymun road 側の門の向かいにいくつかお店はありますが，これ以外に買い物で

きるようなところはほとんどないようです。 

 

1.2 授業関連情報 

 DCU の授業科目は module と呼ばれます。例えば科目名は module title，科目の履修コード

は module codeです。科目ごとに授業や自主学習などの学習時間が設定されており（workload

といいます），トータルの学習時間によって付与される単位数が決まります。DCU の学生は

一般に毎期６科目を履修します。 

 各科目の講義は週当たり２時間で，トータルで 12週行われます。BSでは真ん中（Week 7）

に Reading Weekを設定しており，この週には授業を行いません。学生はこの期間にセメス

ター前半の内容について復習し，キャッチアップします。 

 講義には 200 人を超える大人数のものも少なくありません。このため，１年生向けの基

礎の講義ではチュートリアル（tutorial）という形式の授業が行われます。チュートリアルは

少人数制（30 人未満）で，グループワークで学習をします。チュートリアルがあるかない

か，また評価の対象になるかならないかは科目によって異なります。 

 成績評価は一般に中間・期末試験が中心ですが，期末試験としてエッセイを課す授業も



あります。さらに，Continuous Assessment（常時評価）として普段から課題を課す科目もあ

ります。Continuous Assessmentは現地の学生にとってもハードなようですが，期末試験だけ

で評価されるよりは安心とのことです。 

 

（アカデミック・カレンダー） 

第１セメスター  第２セメスター  

9 月 15日～19日 オリエンテーション 1 月 29日～30日 オリエンテーション 

9 月 22日 授業開始 2 月 2日 授業開始 

11 月 3 日～7日 Reading week（Week 7,  

BSの授業なし） 

3 月 16日～21日 Reading week（Week 7,  

BSの授業なし） 

12 月 14日 授業終了 4 月 25日 授業終了 

1 月 12日～23日 試験期間（２週間） 5 月 11日～23日 試験期間（２週間） 

  6 月 24日 成績公開 

 ※2014－2015 年，授業に関するものだけを抜粋 

 

 DCU でどのような授業が開講されているかはウェブサイトで確認できます。授業の内容

や評価方法はシラバスにあたる module specification に掲載されています。新しい年度の情報

は６～７月に更新されるので，この時期に最新の情報が掲載されていないかチェックする

とよいでしょう。 

 BS では経済学の授業は経営学ほど多く開講されていません。また，経済学の授業では（神

大にくらべて）理論分析や数学表現を使うことが少ないようです（数学は１年生の Math for 

Business，Statisticsの授業で学習します）。数学表現が重視されないということは言葉（英語）

で説明する必要があるということなので，英語で適切なアウトプットができるようライテ

ィングのスキルを高めておくことが不可欠です。講義資料はウェブ（moodle；オンライン

での授業支援システム，神大の BEEFと同じ）にアップされるのでオンラインで入手可能で

きます。講義資料を使って事前に予習しておけば，授業での理解を深めることができます。 

 経済学の授業では BSの建物の教室が主に使われますが，人数が多い授業の場合，大講義

室のある他の建物で行われることもあります。授業の開始・修了のチャイムは鳴りません。

また，昼休みはなく，12時から開始する授業もあります。 

 

1.3 単位取得に必要な英語スキル 

 単位を取得する上で重要なのがリスニングとライティングの英語スキルです。リスニン

グについては，アイルランド人はとても速く喋るので最初はついて行くのが大変かもしれ

ません。例えば，授業を見学させていただいた先生（Dr. Curran）の英語もスピードは速い

（だいたいシュラーデ先生と同じくらい）のですが，英語自体はわかりやすかったです。

ただ，授業中に内容を理解するには，事前の予習であらかじめ内容を把握しておくことが

役立つでしょう。 

 ライティングのスキルは試験やエッセイなどで評価を得るために不可欠です。特に期末



試験がある科目の場合，２時間の期末試験で（内容・英語ともに）きちんとした答えを書

くことが重要です。また，エッセイの場合でも高い水準の内容と表現が求められるので，

留学前にある程度トレーニングをしておく，留学中には書いたものをネイティブにチェッ

クしてもらう，といった工夫が必要だと思われます。 

 神大からの交換留学生の場合，科目は成績評価がエッセイのものを選ぶようにしている

とのことです。エッセイ（期末）のテーマはセメスターの中間時点ではわからないのです

が，3,500語とかなり長いと聞いています。エッセイを作成する上での悩みの一つは語彙が

少ないことのようです。適切な単語を用いて学術的な文章を書くことの難しさを実感して

いるそうですが，これはヨーロッパからの留学生で英語が流暢な人でも苦労しているとの

ことです。 

 このように英語のスキルも重要ですが，単位を取得するにはやはり授業の内容を理解で

きるかどうかが大きく影響します。これに関して，留学前に専門分野（あるいは基礎的な

知識）についてきちんと学んでくることがより重要であるという指摘もありました。 

 

1.4 授業見学 

 DCU で実際に行われている授業（第２セメスター）を見学した際の様子を以下にまとめ

ています。 

 

［Introduction to Economics: Macroeconomics (EF110) by Dr. Declan Curran］ 

 この授業は１年生向けの入門経済学で，受講者は 150 名ほどです。見学した講義のほか

に少人数のチュートリアルが行われます。見学した回（Week 6）の授業ではこれまでの前

半の講義の復習を行いました。Macroeconomic Controversies というトピックで，Classical 

Economics，Keynesian Economics，Monetarismの３つを比較するという内容です（Monetarism

は次週に説明するということで，前の２つを中心に紹介）。Keynesianの説明では‘Paradox of 

Thrift’,‘Liquidity trap’といったトピックを説明しました。V=PY/M といった基本的な数式は

出てきますが，全体的に数式・グラフはあまり多く用いられません。また，最近の政策の

例として，Great Recession 2008で実際に行われた政策を説明しました。 

 授業の内容は神大の１年生向けの経済学とほぼ同じレベルと思われます。入門の授業で

新しい知識を身に付けるというものではないため，交換留学の場合には履修することはあ

まりないかもしれません。ただし，英語で経済学を理解するための基礎づくりという位置

づけで履修するのであれば十分に役に立つと思われます。PPTの説明が分かりやすく，事前

に資料を確認すれば英語の説明も理解できそうです。 

 成績評価はミニテストが 30％，期末試験（記述式，２時間）が 70％です。この授業では

Reading Week明け（Week 8）にミニテスト（multiple-choice test，選択問題）を行うとのこと

でした。ミニテストの練習問題は moodleでできるようになっているそうです。 

 

［Industrial Economics (EF301) by Dr. Declan Curran］ 

 この授業は２年生向けで，150 名ほどが受講しています。見学した授業では Oligopoly: 



Static games and Cournot competition のタイトルで Cournot modelを解説しました。完全競争

と独占との比較を行っています。数式やグラフをある程度使いますがそれほど複雑なもの

ではなく，経済原論を履修していればだいたい理解できそうな内容です。数学表現にあま

りなじみのない学生もいるということで，数式の展開の説明も丁寧に行っていました。逆

需要曲線の展開，微分の計算も PPT の説明を口頭で補足しています。計算の難易度は高く

ないのですがチュートリアルがない授業のため，講義中に学生に理解させようとしている

とのことでした。 

 授業のレベルは易しすぎず難しすぎず，という印象でした。ほぼ同じ内容を勉強したこ

とがあれば，授業の内容を理解するのもそれほど難しくはないかもしれません。数式に関

する口頭での説明を理解するには数学表現の英語を知っておくとよいでしょう。 

 

  

Introduction to Economics の授業風景。 Industrial Economics の授業風景。 

 

1.5 留学関連情報 

［留学時期］ 

 DCU への留学開始の時期は９月の第１セメスターからがおすすめです。９月・10月は新

しい学生の歓迎イベントが多いこともあり，友達を作りやすいそうです。アイルランドの

学生と交流と持つには Student Centerでアクティビティを見つけて参加するとよいでしょう。 

 

［住居］ 

 第１セメスターからの留学を進めるもう一つの理由は住居の確保です。新年度が始まる

９月に部屋が埋まってしまうため，第２セメスターからの留学では部屋に空きがないこと

がほとんどです。第１セメスターからの留学であっても，留学生の数に対して大学寮の部

屋数が足りておらず，留学生向けの住居が必ずしも確保できないような状況です。そのた

め，早めに準備・申請しても入れないことが少なくないようです。新しく寮の建設を始め

たところですが，完成までは２～３年かかる見通しです。留学に際して，以上のような状

況であることを了解しておいてほしいとのことでした。 

 なお，大学寮以外で住居を確保するため，DCU が地元の業者と契約して情報提供をして



もらっています。大学寮，契約業者の情報は DCU International OfficeのMs. Audrey Byrne か

ら学生に宛ててメールで送られるので，よく読んでほしいそうです。大学寮以外の場合， だ

いたい１セメスターで 2,500ユーロくらいが相場だそうです。大学が契約していない民間の

業者も利用できる（もう少し安い物件を提供している可能性がある）ようですが，大学は

物件をチェックできないので利用する際には注意してほしいとのことでした。民間業者を

利用するケースとして，１年間の留学をする学生が最初の半年は寮で生活し，後半の半年

は寮を出てアパートを借りるような例があるようです。 

 

［専攻の登録］ 

 神大からの留学生は Business School もしくは Humanity (Political Science; Law and 

Governmentプログラム)のどちらかの専攻として登録されます。Business Schoolの学生とし

て登録すると，Humanity で履修できる授業に制約があります。留学が決まったら，どちら

を専攻として登録するか，希望を早めに伝えてほしいとのことです。KUPES 生で政策に関

心がある学生はHumanityの Law and Governmentプログラムに履修したい授業があるかもし

れません。留学前にウェブサイトで moduleの確認をしておきましょう。 

 

 

 

 

  



  

キャンパスには門が 2 カ所ある。写真は 

Ballymun Road 側。 

キャンパスの中央には広々とした芝生の中庭
がある。 

  

Collins Avenue 側の正門からすぐのところ 

に大学の Receptionがある。 

中庭に面する BS の建物。 

  

中庭の突き当りにある図書館では PCが 

使える。 

中庭を挟んで BS の向かいにある SPARは 

食品が充実している。 

 

 

  



  

中庭に面したところにある Student Center。中
にはカフェもある。 

カフェテリアの様子。お昼には学生であふれ
る。 

  

BS のカフェテリア。メニューは多くないが，
カフェとしても利用できる。 

この日のメインディッシュは白身魚のソテ
ー。ご飯は長粒米でサラサラしている。 

  

 



２．アイルランド，ダブリンの生活環境 

 

［アイルランドの人々］ 

 アイルランド人は人懐こくて話し好きと聞いていましたが，実際その通りでした。知ら

ない人であっても話しかけてくることは珍しくなく，こちらが物おじせずに話すといろい

ろ親切に教えてくれます。お店やバスなどでもわからないことがあれば遠慮せずに聞くと

よいでしょう。ただし，アイルランド人の英語は速いです。スピードが速い上にこちらの

反応を気にせずどんどん話すので，最初は圧倒されるかもしれません。しかし発音に関し

ては日本人にわかりにくい訛りやくせは強くないので，スピードに慣れてしまえば聞きや

すいと思います。 

 

［英語とゲール語］ 

 アイルランドの公用語は英語とゲール語です。日常的に使われているのは英語ですが，

街の中の案内板やバスの行先などは英語とゲール語の両方が表記されます。アイルランド

では小学校の４年生からゲール語を習います。なお，外国語として中学校から勉強するの

はフランス語で，DCUからの海外派遣先として最も多いのもフランスの大学だそうです。 

 

［タブリン市内］ 

ダブリンには中心部を流れるリフィ川を挟んで北岸に O'Connell Street，南岸に Grafton 

Streetというメイン・ストリートがあります。主な観光地は徒歩で回れるエリアに点在して

います。トリニティ・カレッジ，ダブリン城，ギネス・ストアハウスといった観光スポッ

トは南岸にあります。市内中心部は歴史的な建物が多く，日本ほど新しいビルや高層ビル

は多くありません。 

 

［ショッピング］ 

 市内中心部ではリフィ側北岸の O'Connell Street，Parnell Street周辺にショッピングセンタ

ーが多く集まっています。ここにはアジア食材の店もいくつかあります。O'Connell Street

の中間あたりで交差している Henry Street沿いにもショッピングセンターが多く，イギリス

系のMarks & Spencerなどがあります。また，南岸の Grafton Streetの近くには無印良品のお

店があるので，日本のものが欲しければここをのぞいてみてもよいと思います。 

 ドラッグストアの Pharmacyや Dealz という 1.49ユーロショップでもいろいろな雑貨・生

活用品が購入できます。BF 型の変換アダプターなどもここで買えました（観光客向けの土

産屋にも売っていましたが，こちらはかなり高かったです）。 

 

 



  

ダブリン市内を流れるリフィ川。 O’Connell Street は広々とした通りです。 

  

南岸のTemple Bar地区は石畳で趣があります。 Grafton Street 周辺には個性的なお店も。 

 

［交通］ 

 ダブリン市内ではバスをよく使うことになると思います。空港から市内中心部へはバス

で 40 分ほどとアクセスはいいです。空港バス（Airlink747）は片道６ユーロで，10 カ月有

効の往復チケットは 10ユーロで少しお得です。 

 市内の路線バスはコインで支払いをするほか，Leap card というチャージ式のカードを使

うと運賃が安くなります。市内中心部からDCUまでの運賃は片道 2.05ユーロほどです（Leap 

cardを使用した場合）。 

路線バスは車内の案内がわかりにくいので，降りるのが若干難しいです（アナウンスが

流れますが，わからない場合は運転手に聞くのが確実です）。たとえば 4 番，9 番のバスで

市内中心部から DCU まで行く場合， Ballymun Road + DCU という停留所で降ります。

Ballymun Roadという通りの名前がつく停留所は DCU の前にもあり，すべて Ballymun Road 

+ something，というアナウンスになります。最初の Ballymun Roadから４つめくらいが DCU

です。  

 留学中の神大生はコスト削減のため，自転車を共同で購入して順番に使っているとのこ

とです。もしこの自転車を使いたいなら，あらかじめ連絡があればとっておいてくれるそ

うです。 

 



［食事］ 

 物価はヨーロッパ先進国ではそれほど高くないという印象です。スーパーで買った２リ

ットルの水ペットボトルは 0.49 ユーロ，パン２均分でだいたい１～２ユーロでした。野菜

はかなり安いようで，Parnell Street近くの青空市場では L～2Lサイズのジャガイモが５～６

個袋に入って１ユーロでした。 

 一方，外食は一般に日本よりも高いです。大学のカフェテリアでもそれほど安くありま

せん。BSカフェの食事では，主菜が 5ユーロほど，つけあわせのポテトやライスが 1ユー

ロ，スープが 1.50 ユーロといった値段設定でした。学生は自炊もしくはスーパーで出来合

いのものを買ったりしているようです。 

 ヨーロッパでは一般的なのですが，ペットボトルの水には炭酸入りの sparkling と炭酸な

しの still があります。また，水道水もペットボトルも基本的に硬水で，日本の水（軟水）

とは成分が異なります。硬水はミネラルが豊富なので，慣れないうちはおなかが緩くなる

かもしれません。また，硬水では昆布などの出汁もでにくいそうです（粉末はちゃんと味

が出るそうです）。なお，水道はこれまで無料だったのが 2015 年 1 月よりメーター制が導

入されたとのことです。それに対する市民の反発・抗議も多いようです。 

 

  
青空市場では野菜や果物を中心に，魚なども 
売られています。 

大きなジャガイモがたくさん入って１ユーロ。 

  

キャベツもカリフラワーも１つ１ユーロ。 トンカツ用くらいの豚肉が１切れ１ユーロ。 

 

 



［St. Patrick's Day］ 

 3 月 17 日はアイルランドの守護聖人である聖パトリックを祝う祝日です。この日には，

人々はシンボルカラーの緑の服やグッズを身につけます。ダブリン市内では祝日の数日前

から St. Patrick's Festivalとして様々なイベントが開催されます。この期間にはフェスティバ

ルに参加するために世界各国から観光客がやってきます。また，米国をはじめとしてアイ

ルランド以外の国でも St. Patrick's Dayを祝うイベントが開催されます。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 フェスティバル最大のイベントは 17 日の昼に行われるパレードです。パレードは

O'Connell Street，Grafton Streetを通り抜ける大規模なものです。パレードには地元の団体が

参加するほか，米国やドイツ，メキシコなど各国のマーチングバンドも参加します。数十

名でのバグパイプ演奏など，なかなか日本では味わえない体験ができます。また，2015 年

のパレードでは，多様性を掲げた City Fusion というセッションで DCU Japanese Societyの学

生がパレードに参加，演技を披露しました。 

 


