
We want to make sure studying at Essex is as easy as possible. That’s 

why we offer a wide range of scholarships. Visit our scholarship finder to 

discover what you could be eligible for.                               

 www.essex.ac.uk/fees-and-funding/scholarship-finder 

Find out more:  

www.essex.ac.uk 

Why Essex? 
Essex has a long history of welcoming students from 

Japan to join our  diverse community of over 135 

different nationalities.  Here’s why you’ll love us: 

 We’re proud to be ranked 22nd among UK Universities (TGUG 

2017) 

 Our students love it here — we’re consistently top 15 in England 

for student satisfaction (NSS 2017) 

 We were awarded the best rating of Gold in the Teaching 

Excellence Framework assessment (TEF 2017) 

 We offer a range of study abroad, undergraduate, postgraduate 

masters, and research degrees in our highly ranked departments 

 We are 1st for Politics, top 5 for Social Science and top 20 for 

research (REF 2014) 

 We are less than one hour from London and have 6 airports within 

2 hours reach — our three campuses are in great locations 

 You are guaranteed accommodation for your first year of studies 

and it is some of the cheapest in the UK 

日本（翻訳済み） 

大学生（学部生）  

大学・短大の学歴が必要です。詳しくは、お問い合わせくださ

い。国際的な高卒資格を取得予定の場合は、受け入れられる可能

性があるので、お問い合わせください。IELTS６.０ , TOEFL  

IBT 76 

大学院生（修士課程）  

学士課程で平均Bの成績, IELTS６.０〜７.５, TOEFL IBT 76-100  

Student profile 

Tomoki Niikawa 

修士課程（言語学）  

「エセックス大では、期待を上回る形で専門分

野での興味関心を高めたり、知識を増やすこと

ができました。でも、それ以上に、ここでの大

学院生活は、公私に渡り、来て良かったと感じ

させてくれる素晴らしい充実したものでした。

語学・言語学部は、研究のための価値ある経験

を支援してくれる、学問に集中できる理想的な

場所です。音韻論は、日本ではまだよく知られ

ていない分野ですが、ここでは、指導教官や同

級生たちと意見交換したり、議論したりできま

した。他にも、いろいろな教員陣やスタッフ

が、学問に限らず、苦労の多い初めての海外生

活をサポートしてくれたのが有り難かったで

す。個人的には、アカデミック・ライティング

（学術的な書き方）を、大学のスキルセンター

を通して適切な形式にまで改善できたのが良

かったです。このセンターは、居心地の良い雰

囲気の中で、必要となるいろいろな学術技術を

得られるようサポートしてくれます。学部とサ

ポート機関、両方のお陰で、音韻論を学ぶ十分

な自信を得ることができましたし、今後、学問

分野でのキャリアを積むために必要な技術面で

の後押しを得られました。エセックスに来た

ら、たくさんのチャンスがあります。それらを

生かすことができたら、たくさんの恩恵をエ

セックスから得られると思います。私の経験か

ら自信を持って言えること、それは、やらない

といけないことは、目の前に現れる挑戦の数々

を受け入れるということ。それさえしたら、エ

セックス大で学ぶことは、学びの範囲を広げ、

新しい価値をもたらしてくれるやる気に満ちた

ものになるでしょう」。 

Contact us: 

Edmundo Hernandez-Martinez 

International Officer 

hernev@essex.ac.uk 

Fees and scholarships  

Undergraduate fees  2018-2019 

Bachelors degrees £14,020-£16,170 

Postgraduate fees  2018-2019 

Taught courses  £16,225-£16,750 

Research courses £14,020-£16,225 

Living and accommodation costs 2018-2019 

Estimated costs per year £7,600-£15,000 

Japan International Society 

►www.essexstudent.com/

organisation/6794/ 

All information correct at time of printing (October 2017).  All entry requirements listed are for reference only and may vary by course/department. 

Some courses may have higher entry requirements or additional criterion, please see our website for full details: https://www.essex.ac.uk/

courses.  Deadlines apply for guaranteed accommodation. Students who require a Tier 4 visa to study in the UK will also need to meet the rele-

vant UK Home Office/UKVI requirements, including English language requirements. 

https://www.essex.ac.uk/courses
https://www.essex.ac.uk/courses

