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はじめに

モデルシュミレーション

Question

生徒と最初のカウンセリング、

生徒に何を聞きますか。



ワクワク、可能性、夢を
大切にしたい



海外進学を進める前に一言

• 留学の可能性を摘まない

• できる範囲のサポートを保護者

• 夢は譲らない

• できる範囲で進めていく本人

・ 保護者と本人でしっかり相談をする

・ 担任、海外進学アドバイザーと相談する

どうすれば夢が実現できるか、一緒に考えましょう



海外進学を阻むハードル

なぜ海外進学は難しいのか

本人の

意思
学力

保護者の

理解
経済力

学校の

マインド

指導する

教員

進学指導

システム

ネット

ワーク

本人・家庭 学校

これらのハードルを低くすることが
学校として取り組むこと

指導できる教員がいれば
対応していける部分も多い



海外進学デザイン



留学の意義

高校 大学 大学院

異文化体験
交流
語学力
自分を変える

アカデミック
専門性
キャリア

正規留学

交換留学など

最大ハード
圧倒的アカデミック力とタフさ

交流
体験



いつ？

メリット・デメリットを見極める。お金と相談、将来プランと相談

メリット デメリット

1年留学
（大学時）

日本の大学を卒業できる
手軽に行ける（入学レベル、コスト）
苦労度が低い

キャリアとして認められない
語学留学に近い（学問性は低い）
苦労しないことがもったいない

大学
進学

自分を変える、成長するのに一番
語学力の向上に最適
アカデミック力が身に着く
学問性が深まる
色々な友好関係が深まる

専門性が低い
キャリアとして弱い場合も（海外）
行きづらい（入学レベル、コスト）
国によって直接入学が困難
教授が教えないかも

大学院
進学

専門性が高く、キャリアとして抜群
高いアカデミック力が身に着く
教授と近い距離で研究できる
行きやすい（入学レベル、コスト）
奨学金がよりもらいやすい

語学力の向上は二の次

高い語学力・アカデミック力がないと
無理

時期によって留学の意義が変わる

どの時期の相談でもしてください



海外の授業

海外の大学は入学しやすく、卒業しにくい？

昔、名門大学の新入生オリエンテーションで・・・

Only two thirds

１ 大量のリーディング

２ 圧倒的なアウトプット

（エッセイ、レポート、プレゼンテーション）

３ クリティカルシンキング

多大な勉強量と課題

ハードワーク！でも努力の分だけ成績が取れる！



どこ？

① 本能！夢！好奇心！

② その国の教育システム

③ カリキュラム、学問分野

④ 都市の環境、治安

⑤ 大学の種類、環境

⑥ 寮や住宅環境

⑦ お金と相談

⑧ 留学生サポート

• 留学生の受け入れに積極的

• 多彩な大学、柔軟なカリキュラム
USA

• 入学条件はハードだが、質の高い教
育CAN

• 伝統の国で高度な専門性を身に付
けるUK

• 豊かな自然の中で一流の教育を受
けられる

AUS・NZ

• 21世紀型の留学

• 中国語と英語の両方に対応できる
ASIA

大学を決める条件



大学の数

Question 

これらの国・地域には大学がいくつあるでしょうか

2700
（＋ 2年制・1700）

90

90? 150?

約760

39

８

7

約170

大学の数 ＝ 質のバラつき

（8.5）

（2.6）

（1.5）

（6.0）

（1.7）

（1.7）

（1.5）

（8.2）



高校 大学 大学院

国別比較： 2つの系譜

アメリカ系

イギリス系

・大学は4年間
・広い教養を身につける

・大学は3年間
・1年目から専門分野に集中

教養 専門 本当の専門

専門 さらなる専門

高校 大学 大学院

教養

＜11年、12年＞

Sixth Form

FOUNDA

TION

コミ
カレ

SAT

A-L

大学教養
科目試験

高校
到達度試験

専門は決まってない

専門を決めて入学



THE WORLD UNIV. RANKINGS

(表はWikipedia

から引用)



THE WORLD UNIV. RANKINGS

大学 国 大学 国

1 オックスフォード大学 UK 11 チューリッヒ工科大学 スイス

2 ケンブリッジ大学 UK 12 ジョンホプキンス大学 USA

2 スタンフォード大学 USA 12 ペンシルベニア大学 USA

4 マサチューセッツ工科大学 USA 14 UCL UK

5 カリフォルニア工科大学 USA 15 UCバークレー USA

6 ハーバード大学 USA 16 コロンビア大学 USA

7 プリンストン大学 USA 17 UCLA USA

8 イェール大学 USA 18 デューク大学 USA

9 インペリアルカレッジロンドン UK 19 コーネル大学 USA

10 シカゴ大学 USA 20 ミシガン大学アン・アーバー USA

(Times Higher Education, 2019) 

リベラルアーツ大学には、ランキングには入らなくても優秀な大学がたくさんあります



『海外拠点の設置・運営にあたっての課題』

グローバル化を推進する人材の確保・育成 ７４．１％

就職に見るグローバル化の波

① 留学経験者を採用したい企業： ２３％ 大手は3分の1

② 採用の8割は外国人枠： パナソニック

③ ボストンキャリアフォーラム （株・ディスコ主催）

「就職氷河期ではない！人材氷河期だ！」

グローバル人財

外国人 留学生 国内生

海外進学と就職



国ごとの海外進学デザイン



高校

コミカレ

（2年制）

4年制大学

Undergraduate Program

大学院

Graduate Program

USA

編入学
（Transfer）

学位： Bachelor

Bachelor of Arts（B.A.）
Bachelor of Science（B.S.）

学位： Master

Master of Arts（M.A.）
Master of Business  

Administration（MBA）

学位： Doctor

Doctor of Philosophy（Ph.D）

学位: Associate

Associate of Arts（A.A.）
Associate of Science（A.S.）



USA

Questions

１.  ハーバード大学は私立？公立（州立）？

２.  なぜ伝統校は東海岸に多いの？

３.  アメリカの大学にはなんで専門が多いの？

４. リベラルアーツカレッジって何？

５. アメリカの大学は入学しやすく、卒業は厳しいの？



アメリカ大学の歴史

1620 プリグラムがプリマスに入植

1636 ハーバード大学創設

1693 ウィリアム&メアリー大学

1701 イェール大学

1849 SF・ゴールドラッシュ

1868 UC

1890 スタンフォード大学

1776 アメリカ独立宣言

1789 ノースカロライナ大学（州立）

アメリカの歴史が分かれば大学が分かる

創設当初のハーバード大学



リベラルアーツとは

古代ローマ

リベラルアーツ： 自由七科

アメリカ教育の基礎 ＝ リベラルアーツ

学問の頂点は哲学、そして神学

アメリカ

ハーバード大学 初代学長
Henry Dunster

大学教育の改革

「フロンティア精神と幅広い教養を持ち、
人間性に優れたリーダーが必要」
・リベラルアーツコースの設立
・大学を3年制から4年制に

→ アメリカのフロンティア式LA教育

牧師養成 → 社会リーダー育成

リベラルアーツ ＝ 専門を極めるための教養スタンダード



・ 皆に教育を受ける権利を ＝ 希望する人は誰でも大学教育を受けられる

・ 農夫、主婦、機械工、いろいろな人が大学教育を受ける

・ 多様な専門、実学に基づいた大学教育

・ キャリアアップの原点は「大学に戻ること」

アメリカ － 実学の発展

アメリカ教育の基礎 ＝ 実学

1789年 ノースカロライナ大学（初の州立） 設立 州立大学が拡大

西部開拓 ゴールドラッシュ

自分たちの州を豊かにするための教育

移民の国 ＝ 教育こそが力、1人1人が教育を受けることが国力を高める



大学の分類

総合大学・リサーチ大学

総合大学・一般4年生

リベラルアーツカレッジ

コミュニティカレッジ

・研究専門
・大学院がメイン
・博士課程がある

・ 一般的な4年制教育大学
・ 学部 ＋ 修士課程が主

・ 学部を重視
・ リベラルアーツ教育

・ 生涯教育
・ 大学準備、編入準備
・ 編入で4年制に行く場合も

名門私立・名門州立

中堅私立・一般州立

中小規模の私立に多い

地域型2年制大学

Yale University

CSU Fresno

Haverford College

City College of SF



大学グループ

グループ 概要 大学例

IVY League 東部 私立名門大学
8校

Harvard University

Yale University

Public IVY 東部 公立名門大学 Ohio State University

University of Texas at Austin 

Seven Sisters アメリカ東部 名門女子大
7校

Barnard College

Smith College

UC カリフォルニア大学
10校

UC Barkeley

UCLA

CSU カリフォルニア州立大学
23校

San Franciso State Univ.

San Diego State Univ

SUNY ニューヨーク州立大学 SUNY Albany

SUNY, Stony Brook

Flag University 各州の代表格となるトップ大学

University of California

Ohio State University など



総合大学

大規模大学としてのメリット・デメリット

① 教授一人あたりの生徒数が多い

② 授業は教授ではなくTAが教えることも

③ キャンパスが充実している

④ 授業の種類、活動の種類が多い

⑤ 外国人留学生が多い

・ 大学院に重点
・ ３万～５万人の学生数



総合大学

UCLAのキャンパス UCLA Powell Library

NYU

(TV Drama “Friends”)



LIBERAL ARTS COLLEGE

① 幅広く学ぶカリキュラム ⇒ 大学院につながる教養

② 学部重視、大学院を持たないことも多い

③ 小規模大学、少人数授業、細やかな指導

④ 寮生活による人格形成

William College

・ 政治や経済を語れる、遊びも恋愛も語れる
・ 極めたものを持っている
・ 知的好奇心にあふれ、クリエイティブに学ぶ
・ 人格的に優れ、人を引き付ける力がある
・ 人と語り、協働する

大学全体が学び舎
広い教養をもった人間を育てる

幅広い教養と豊かな人間性を兼ね備えたリーダーの育成



全米１１００大学、生徒数１２３０万人

COMMUNITY COLLEGE

地域型２年制大学

「社会の全ての層の人々に教育を開放する」

「地域に根付いた高等教育機関として地域のために奉仕する」

総数 州立 私立

全米 1108 982 90

カリフォルニア州 119 114 5

テキサス州 70 67 3

ニューヨーク州 59 43 16



COMMUNITY COLLEGE

２ ＋ ２

Community College University

Transfer

英語力や成績が低くても入学可能

授業料が安く、経済的に優しい

４年制大学に編入できる

勉強の環境が整っていない

お金が想定以上にかかる

編入が思い描いたようにならない

メリット 一方で・・・

TOEFL６０点、成績3.0程度ならコミカレも１つの選択肢だが、、、

コミカレは安易に選ばない

セメスター制 ６０単位
クオーター制 ９０単位



COMMUNITY COLLEGE

カリフォルニア De Anza Collegeの例

登録費： ＄1,515

教科書など： ＄1,917

部屋、寮： ＄13,779

交通費： ＄1,251

個人、雑費： ＄2,997

合計： ＄21,459

＜州外の学生＞

１単位あたり $163

合計（45単位）： ＄7,335

大体 ＄25,000／年間 はかかる



CANADA

① University（４年制大学） 約９０校
College（短大） 約２００校
University Collegeもある

② ほぼすべて公立

③ 学校間の格差が少なく教育水準が高い

④ どの大学も、進学に際して高い学力が求められる
⇒ 入学難易度が高い、ただしSATは不要！

⑤ エリアにより入学制度が異なる

⑥ 留学生の数がアメリカと比べて少ない

McGill University

カナダ大学の特徴

UBC



CANADA

McLean紙 カナダ大学ランキング

総合・研究大学

マギル大学

トロント大学

UBC

マクマスター大学

クイーンズ大学

総合大学

サイモンフレーザー大学

ビクトリア大学

ウォータールー大学

ゲルフ大学

カールトン大学

リベラルアーツ大学

マウントアリソン大学

UNBC

トレント大学

アカディア大学

フランシス・ザビエル大学



UNITED KINGDOM

高校 SF

2年生
大学（CC）

大学 大学院

・ 10年生修了時： GCSE

・ SIXTH FORM （大学研究につながる学問、教養科目にあたる）

・ 12年修了時： GCE-Advanced（Ａレベル試験）

① 大学数は90

・ ポリテクニック（専門学校）から大学に上がったものも多い

② 初年度から専門分野だけを学ぶ ⇒ 専門分野を決めて入学

③ 大学院は1年

④ 留学生の直接入学は原則NG ⇒ Foundation Course



UNITED KINGDOM

バーミンガム大学
インペリアル・カレッジ・
ロンドン

オックスフォード大学

ブリストル大学
キングス・カレッジ・
ロンドン

クイーン・メアリー
(ロンドン大学)

ケンブリッジ大学 リーズ大学 クイーンズ大学

カーディフ大学 リヴァプール大学 シェフィールド大学

ダラム大学
ロンドン・スクール・
オブ・エコノミクス

サウサンプトン大学

エディンバラ大学 マンチェスター大学 UCL

エクセター大学 ニューカッスル大学 ウォーリック大学

イギリス名門24大学



幅広い教養科目
（専門は3年生から）

学ぶことを充実

講義、フィールドワーク
アサインメント

専門科目に集中
（3年間で完結）

研究することに主眼

リサーチペーパー

アメリカとイギリスの違い

リベラルアーツ教育 専門性、リサーチ

入学時に専門が決まっていなくてよい 専門が決まっていなくてはならない



AUSTRALIA

① 大学３９校 （国公立３７校 私立２校）
TAFE５０校以上 （全て州政府が管理）

② 世界で最高水準の研究・教育プログラム
⇒ 大学ランキング100に6～8校ランクイン

③ １年目から専門学習を行う
⇒ TAFEから大学に編入

ファンデーションコース
直接入学可の学校もけっこうある

④ 留学生の受け入れに積極的
・ 教育が重要な輸出産業に
・ 20％が留学生

⑤ 入学審査： 成績＆英語のスコアのみ

オーストラリア 18.3%

イギリス 18.2%

ＯＥＣＤ平均 6.2%

アメリカ 4.2%

日本 3.4%

中国 0.3%

大学における留学生の割合

（OECD 2016年）

質の高いオーストラリアの大学



AUSTRALIA

オーストラリア国立大学（ANU)

メルボルン大学
シドニー大学

クイーンズランド大学
モナッシュ大学

ニューサウスウェールズ大学
クィーンズランド大学
アデレード大学

西オーストラリア大学

オーストラリア名門8大学



NEW ZEALAND & IRELAND

① 総合大学 ８校
ポリテクニック ２１校 全て国立
教員養成学校 ６校

② 総合大学は各大学がそれぞれ専門分野を
持っている

① 国立総合大学７校

② 留学生の受け入れに消極的
⇒ 国内生が優先
留学の定員が少ない

University of Auckland

University of Dublin

NEW ZEALAND

IRELAND



FOUNDATION COURSE

一般教養課程、学部準備過程

高校 Foundation

A大学

B大学

① 大学付属のFC、民間（語学学校など）のFC

② タイアップしているFCからの進学率が高い
（それ以外の大学も受験できる）

③ FCの成績で大学、学部の入学条件が変わる
（高校の成績は関係ない）

④ 学部によってはFCの入学条件、履修条件もあり
⑤ 場合によってはFCの単位を編入できる

6か月～1年



FOUNDATION COURSE

一般教養課程、学部準備過程

大学 FC

UCL UCL Foundation Course

シドニー大学 Taylor’s College

メルボルン大学 Trinity College

大学とFCのタイアップ



FOUNDATION COURSE

2019 2020 2021 2022

Trinity Collegeの例

2～11月
Main Course

3月
入学

7～1月
Fast Track

3月
入学

8～5月
Main Course

7月
入学

2～11月
Main Course

3月
入学

10～5月
Fast Track

7月
入学

3

月

高
校
卒
業

FC入学前の事前コースもあり



FOUNDATION COURSE

Trinity Collegeの例

メインコースの入学条件

・ 主要5教科を中心に平均４.0以上の成績
・ IB DP1年を修了し、関連する5科目で23以上の成績

英語力条件

エクステンド
（事前コース）

メインコース ファストトラック

IELTS 5.5 6.0 6.0

TOEFL 60 70 70

（技能別のスコア条件もあり）



FOUNDATION COURSE

Trinity Collegeの例

２ ＋ ３

会計学 生物学

化学 経済学

数学１ 数学２

環境開発 メディア

音楽 物理

英語 思想史

必修科目 選択科目

英文学 ７０％

ドラマ ３０％

学術英語



FOUNDATION COURSE

Trinity Collegeの例

メルボルン大学への入学条件

TCFSスコア 必要科目

農学部 75 学術英語、数学１

人文社会科学部 80 学術英語と思想史で70％以上

バイオメディシン 91 学術英語、化学、数学１

商学部 86 学術英語、数学１、思想史

デザイン 80 学術英語、（専攻によって数学１）

音楽 N/A 学術英語、思想史、音楽

口腔衛生 80 学術英語、生物or化学

サイエンス 80 学術英語、数学１
生物学、化学、物理から1科目

これらの必要科目が最終成績を出すベスト4科目の中に含まれなくてはならない



FOUNDATION COURSE

Trinity Collegeの例

コスト

2019 2020

メインプラス 36,800 38,270

メイン 32,020 33,300

エクステンド 48,030 49,950

ファストトラック 32,020 38,270

その他（登録費）など
家賃 or ホームステイ、生活費



FOUNDATION COURSE

UCL Foundation

2019 2020 2021

１１～5月
出願

UPCSE

（科学・工学系統）

UPCH

（人文学系統）

9月～6月
Foundation

Course

7月
入学

生物学、工学、ライフサイエンス
数学と物理学、医学、心理学

経済学、欧州社会・政治学
地理学、歴史学、美術歯学
方角、哲学、経済学

建築学、芸術と科学、経営科学
ビジネス情報管理、統計学、他



FOUNDATION COURSE

UCL Foundation

UPCSE

（科学・工学部）
UPCH

（人文学部）

高校成績 4.0 （専門に関連する5教科の平均）

IELTS 5.5 6.0

入学試験 以下から2科目選択
数学
生物学
化学
物理学

Critical Thinking

（専門によって数学も）

その他 推薦状、志望理由書、インタビュー

出願基準と入学試験



ASIAという選択肢

① さらにもう１つの外国語
② 同年代のアジア学生と切磋琢磨
③ 高まるアジア経済のニーズ
④ 近さと安さ 大学名 国

22 清華大学 中国

23 シンガポール国立大 シンガ

31 北京大学 中国

36 香港大学 中国

42 東京大学 日本

51 南洋理工大学 シンガ

53 香港中文大学 香港

53 ソウル大学校 韓国

65 京都大学 日本

82 成均館大学校 韓国

アジア大学 THEランクTOP10

（シンガポールの例）

キャンパスを設置した大学
INSEAD、シカゴ大学、
デューク大学、ニューヨーク大学、など

地元大学内に附置している大学
マサチューセッツ工科大学、
スタンフォード大学
イェール大学、 など

オフショアプログラム

近年高まるアジアのニーズ



TAIWAN

台湾留学サポートセンター

・ 台湾政府公認の日本サポートセンター
・ 日本の大学入学事務局を兼ねる

① 大学数約170校

② 英語、中国語、ＩＴ教育の３つの強み

③ 学費、生活費が安い
・ 受験費用： 25万
・ 年間授業料：35万 寮費＋生活費 25万

④ 日本、海外の就職に非常に有利

⑤ 台湾からの1年交換留学で英語圏に行くことも

特徴

国立台北大学

台湾大学



TAIWAN

⑥ 入学に求められる英語力
・ 国立大学 TOEFL iBT 80 IELTS 6.0

・ 私立大学 TOEFL iBT 70 IELTS 5.5

高校卒業後、9月に入学する 8時間×週5日×5か月

高校在学中からゆっくり準備する 4時間×週2日×長期間

台湾大学進学予備校

・ サポートセンター提携、中国語予備校
・ 授業料1時間当たり 1000円程度

中国語力を身につけるには

台湾大学留学には中級～中上級レベルの中国語が必要

800時間～1200時間

台湾大学



How Much?



コスト

2年制 大学 大学院

アメリカ 230万 410万 370万

カナダ 220万 300万 230万

イギリス --- 360万 370万

オーストラリア --- 340万 340万

海外での１か月のお小遣い

１万円未満 9%

１～３万円 29%

３～５万円 26%

５～７万円 12%

７万以上 23%

1月の生活費 例

住宅 $ 520

生活費 $ 300

食費 $ 400

その他 $ 200

合計 $ 1,420

・ カナダは比較的安い
・ オーストラリアはかなり上昇傾向

1年間の平均費用の目安

（参考資料： 留学ジャーナル）



コスト

Tuitions and Fees $33.670

Room and Board $12,434

Books, etc. $1,168

Insurance $3,252

Living Expense $3,728

TOTAL $ 54,252

Ohio State University Stanford University

Tuitions and Fees $52,857

Room and Board $16,433

Books, etc. $1,245

Others $2,130

Living Expense $1,905

TOTAL $ 74,570

州立大： 州外学生は授業料が加算

・ Resident $10,736

・ Non-Resident $30,742

・ Int’l Student $33,670

留学生のアルバイトは制限あり

大学生は週20時間まで

・ アメリカ、カナダは原則学内のみ

・ 語学力の制限がある場合も

アメリカは公立私立問わずなかなか高い



公立
２年制大学

公立
4年制大学
(州内生)

公立
4年制大学
(州学生)

私立
4年制大学

授業料、学費 $3,660 $10,230 $26,290 $35,830

生活費
（住居、寮）

$8,660 $11,140 $11,140 $12,680

合計 $12,320 $21,370 $37,430 $48,510

コスト

2018年-2019年 アメリカ大学の平均費用

出典： College Board



コスト

国 大学区分／大学名 年間授業料 年間住居費

日本 国立大 55

私立大 100

台湾 国・私立大 30 5～12

香港 香港大学（公立） 170 4～20

シンガポール シンガポール国立大 116～350 2～10

イェールNUS 240 56

中国 国立大 35 50

韓国 ソウル大学 46～94 14

フィリピン フィリピン国立大 4 3.6

パーペチュアル大（私立） 35 24

（週刊東洋経済 2013.11.2より）

一方でアジアは安い



FINANCIAL AID & 

SCHOLARSHIP

Needs
Base

Merit
Base

原則留学生は対象外 留学生も対象のケース

経済的なニーズ 能力

＜民間奨学金＞

柳井正奨学金 孫正義奨学金
江副奨学金 グルーバンクロフト奨学金
舟井奨学金 JASSO奨学金

・ 民間奨学金は指定されている大学の合格が給付条件の場合もある
・ 大学の奨学金は出願時に申請、合格通知後に申請、など
（出願すると自動的に審査にかかる大学もある）



FINANCIAL AID - 奨学金

国・名称 応募資格 留学の種類 支給額

アメリカ
フルブライト奨学金
大学院留学プログラム

４年制大学卒業
TOEFL(iBT)80点 /

IELTS6.0以上

アメリカの大学院修士
課程 /博士課程

全額

国ごとに募集

学校や団体で募集

名称 応募資格 留学の種類 支給額

特定非営利活動法人
Allex TAプログラム

４年制大学卒業 /

卒業見込み
北米の学士 / 修士課
程

学費/ 寮費/ 

食費 (2年分)

留学先の大学で募集

国・大学 応募資格 支給額

アメリカ
テキサスウェズリアン大学

高校のGPA3.8以上、学部成績を
3.0以上に保てる

年間10,000ドル

学部進学者を対象とした奨学金は非常に少ない

ただし隠れた奨学金はいろいろある



プランニングとアクション



海外進学のプランニング

時期 やるべきこと

高2 夏～秋 準備開始： 情報収集、プラニング、学力の確認

高2 秋 勉強のスタート （当然、それまでの土台が大切！）
・目標はTOEFL iBT 80

高3 春～ TOEFL受験： 3～7月は2か月に1回
8月～12月は月1回

SAT受験： 5月、10月

高3 9～12月 エッセイ、願書の用意
受験校の決定

高3 12～3月 願書提出

高3 2月～4月 合否発表

卒業後 4～6月 ビザ申請

卒業後 5～7月 渡航

入学前に語学学校でESLの授業を受けることもある

で
き
れ
ば
1
年
は
準
備
期
間
が
ほ
し
い



APPLY： 出願
① Application Form （願書） 共通願書／追加願書

② Essay （志願理由エッセイ）

③ Letters of Recommendation （推薦状 ２～３通）
・ 学部の場合は必要とされない場合もある
・ 担任、教科担当、クラブ顧問 など

④ Transcript （成績証明書、ＧＰＡ）／卒業予定証明書

⑤ SAT （Scholastic Assessment Test）
・ 要求されない場合もある

⑥ 英語能力テスト （TOEFL  /  IELTS）

⑦ 財政証明証 （Financial Statement）
・ 1年分の授業料、滞在費の証明 （口座、給与所得など）

アメリカは出願の負担が多い。出願負担が少ない国も選択肢として考える。



どのような学生を求めているのか

価値観と文化の多様性

相互刺激と切磋琢磨

WHY US? WHY YOU?



ADMISSIONS

大学の求める学生像

・ 様々なことに関心を持ち、積極的に取り組む
・ 打ち込むものを持っており、自らの光る素材を磨いている
・ 高い志をもち、自らにチャレンジを課す
・ リーダーシップと協調性を持ち合わせている
・ クリエイティブに考え、自らの意見を持っている
・ 自主的に、主体的に責任を持って行動する
・ 社会に貢献できる
・ グローバルな人材であること
・ 教養力 など

成績、委員活動、クラブ、習い事、課外活動、受賞歴、語学力、志、人物像

人物 ＋ 学力の総合評価



ADMISSIONS

過去の実際のLetter of Recommendationより

I strongly believe that she is an extremely serious, 

diligent, and self-disciplined individual who will put 

forth great effort not only to achieve but especially to 

contribute to your program.  …  She is one of a few 

students in my career who I believe shows absolute 

promise to succeed in a foreign environment.  I have 

no doubt about her ability and dedication to reach 

her goals, and I recommend her more than anyone 

else without any reservation to your university.

こう言って送りだしてあげたい



GPA

・ 学力だけを測るのではない。

・ 色々なことに真摯に取り組んでいるかが見られている

・ 原則、日本の成績は5段階評定のまま提出する

・ できれば5段階でできれば4.0 少なくても3.5がほしい

→ それ以下でも相談を

・ クラス順位も大切、成績が上がっていくことも大切

学校の授業が本当に本当に本当に大切！！

頑張り度＆取り組み度をはかる



ENGLISH TESTS

TOEFLの目安 IELTSの目安

最難関大学 100 7.5

難関大学 80～90 6.5～7.0

一般大学 61～80 5.0～6.0

毛穴までTOEFLに

120点満点

Internet-Based

9.0満点のバンドスコア

Paper-Based

どちらを受けるかは各個人次第
イギリス大学はIELTSに限定

まずはテストを受ける！難関になるほどTOEFL早期完成を！



SAT

① 年に6回実施 （1月、5月、6月、10月、11月、12月）
・ 何回でも受けられる。全スコアが大学に送られる。

② 2種類のテスト
・ Reasoning Test（Critical Reading、Writing、Math）
・ Subject Tests： 2科目を選択（英語、歴史、外国語、数学、科学）

③ SATを課さない大学も多くある
難関校はSAT Reasoningを課すことが多い
最難関校は2種類を課す（Subject 2種類）

④ 難関校： SATスコアを重視
通常： TOEFLで留学生の英語力を判断

教養レベルをはかる

TOEFL90点がSAT勉強スタートの目安



国内進学との併願

① 優先順位、バランスを考える

② 受験形態を考える

③ 英語を軸に進める

「TOEFLの勉強していれば国内の英語受験は対応できる！」

併願の候補

大学 学部 ・学科 入試形態、科目

早稲田・国際教養 英語で授業、１年留学必修 AO入試

上智・国際教養 英語で授業 書類選考、要SAT

国際教養大学 LAC、国際教育、英語教育 国語、英語、TOEFLなど

ICU LAC、国際教育、英語教育 独自方式 ＋ 英語

国内進学との併願は正直むずかしい

最終的にはどちらかに絞ろう



情報を集めよう

① 本、雑誌で情報を集めよう

② 進学ガイダンス、留学フェアに参加しよう

③ 大学のＨＰを見よう

④ 学校の先生、カウンセラーに相談をしよう

本、雑誌 ガイダンス、相談会

イチオシ！留学ジャーナル

自分で情報を集める力を身に付けよう



情報を集めよう

HPサイト URL・特徴

栄陽子 アメリカ大学ランキング www.ryugaku.ne.jp

・ 1400のアメリカ大学の情報をわかり
やすくまとめています

US News Education www.usnews.com/education

・ 豊富な情報とデータが手に入る
・ フルアクセス 40ドル／年

College Board www.collegeboard.org

・ 北米の教育委員会の情報サイト

http://www.ryugaku.ne.jp/
http://www.usnews.com/education
http://www.collegeboard.org/


情報を集めよう
大学のＨＰを使えるようにしよう

ＨＰ検索のキーワード

Admission 入学 Academics 授業、学問

Apply / Application 申し込み Undergraduate 学部

Prospective Student 入学希望の学生 Tuition 授業料



情報を集めよう
www.maxclassroom.net



今、何やるべきか？

① 学校生活、授業を大切にする
② 英語の学習を強化する

⇒ 単語、多読、音読
⇒ TOEFLを高2後期から

③ 情報を集めよう
④ 留学相談をしよう

志を高く持ち、夢に向かって頑張ろう！





GOOD LUCK

友人とジャパンタウンで

卒業式ベネズエラ人のルームメイト

大きな事故にもあいました


