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PAS 海外大学進学協定校推薦制度とは

UPAS（ ユーパス＝University Pathway Admission Service）と は、海外

の大学が学内の多様性を高めるために、優秀な日本人学生を受け入れ

る目的で設けた特別制度です。アメ リ カを中心とした欧米約70校が協

定校として参加しており、多様な修学環境が用意されています。

本制度に加盟する高等学校の生徒は、各大学の設ける成績基準を満た

すことで、在籍校の推薦をもって協定大学へ出願できます。生徒の向上

心や学習意欲が重視され、合格基準は各大学の一般出願枠より も低く

設けられています。英検2級Aから入学できる大学もあり 、また、英語

力が基準に満たなく ても出願は可能です。多く の意欲ある生徒に海外

進学の機会を与える画期的な取り組みです。

UPASのポイント
✓ 一般入試よりも成績、TOEFL®、IELTSなどの基準が低く設定されています
✓ 英語力が基準に満たなくても出願が可能です
✓ 英語力に不安がある方は、英語コースから開始することができます
✓ SATなど学力試験の受験の必要はありません
✓ 入学試験はなく、書類で審査して合格がもらえます

留学 Information

TOEFL･

主に北米の大学へ留学を希望する対象者

への英語能力を測定するテスト 。英語によ

る高等教育に適う能力の判定が目的。

IELTS

主にイギリス、オースト ラリアの大学への

留学を希望する対象者への英語能力を

判定するテスト 。アメ リカの大学でも一部

受け入れられる。

SAT

アメ リ カの4年制大学への進学希望者を対

象に行われる大学入学共通試験。

UPAS日本事務局は海外進学に特化したスタッ フが運営しています。

UPASお申し込み者の進路選びは、業界屈指の実績を持つ海外進学コンサルタント の西澤めぐみが

進路のコンサルティ ングを行う ところからはじまります。

UPAS日本事務局

【 監修】海外進学コンサルタント 西澤めぐみ
•30年以上、のべ1万人以上のコンサルティング実績をもつ

•進学専門コンサルタント・キャリアコンサルタント

•就職を見据えた留学を設計、提案

•日本全国で多数の高校・教育委員会での講演実績

このような悩みにおこたえします。

どの大学に出願したらよいのかわからない

合格圏の大学がわからない

何を専攻したらよいのかわからない

お問い合わせ先：UPAS日本事務局［近畿日本ツーリスト株式会社 東京私学教育旅行支店］
TEL : 03-6685-9579
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6つの安心を提供する UPASの教育設計
大学選びから、提出書類の準備と出願、合格、渡航まで集中的にサポート します。

１.ベストな大学選びをサポート

各国の大学が協定大学になり、大学が選びやすい

国別に大きく異なる教育制度で、入学難易度、卒業

後の就職は国により違います

希望者の適性により進学先国を決定していきます。

2.語学力がなくても出願できる

TOEFL･不要で合格内定を獲得できる

• 英検2級Aから入学できる大学

• SAT不要でアメリカトップ大学の受験が可能

• 英語コースから開始可能

• パスウェイから入学が可能➡（ P8参照）

3.返済不要の奨学金制度を確立

予算に合わせた学費の大学を紹介

• 卒業まで受給でき、費用を大幅にカット

• 3つのタイプの奨学金制度を活用➡（ P6参照）
※協定大学と奨学金タイプの一覧はP9をご参照
ください。

4.わかりやすい出願プロセス

合格できる書類サポート

• 海外大学出願に要する多種多様な書類を簡素化

• 合否に影響する書類の提出方法や時期を踏まえた

アドバイス

• エッセイの指導からビザの取得まで出願手続き

をトータルでサポート

5.学部と専攻選びはプロがサポート

専攻選びは卒業後の就職にとても重要

• 心強いキャリアコンサルタントの指導

• 専攻によっては就職につながらない

• 日本の大学と同じ感覚で専攻は選べない

• 卒業までの必修科目を知っておく

6.大学入学後の必須情報を提供

卒業するための情報を入学前に細かく 伝授

• 充実した大学生活へのオリエンテーション

• 履修登録の方法

• 高い成績を保つためのノウハウ

• 卒業までの履修のポイント

※卒業するための必須情報です

国公立大学で卒業難易度が高い

各国の4年制大学の数

762校 3,026校8校 40校 90校 100校

オ

ス
ト
ラ
リ
ア

ニ

ジ

ラ
ン
ド

カ
ナ
ダ

イ
・
リ
ス

日
本

ア
メ
リ
カ



募集要項

3

〔申し込み条件〕
• 高校2年生以上の生徒

• 制度加盟校から推薦される生徒

• 高校1年生からの全科目平均が3.0以上（5段階平均）

• 日本国籍を有する方

※他国籍の方はご相談ください。
〔募集人数〕

•全国で年間200名の募集とします（早期申し込みの方を優先とします）

※定員になり次第締め切りとします。
•出願の基準は大学によって異なります。
•大学によっては中学校の成績が必要となります。
※出願の際、別途費用がかかる場合もあります。

海外出願

海外大学を優先する方

国内併願

国内大学と海外大学の・ 願をする方

出願手続き費・・・・・・・18万円（ 税別）

事務局サポート費・・・10万円（ 税別）

合計出願費用・・・・・・28万円（ 税別）

出願手続き費・・・・・・・18万円（ 税別）
（海外大学進学決定の場合の・ 加費用）

事務局サポート費・・・10万円（ 税別）

合計出願費用・・・・・・28万円（ 税別）

・出願費用・

・出願費用・

※UPAS・ ・ 外または、その他の大学をご希望の・はご・ ・ ください。
※奨学金は海外出願者が・ 先となります。

海外大学進学協定校推薦制度（ UPAS）には海外大学を優先する「 海外出願」だけでなく 、国内大学の受験をしながら

海外出願を行う「 国内併願」の2つの出願方法があります。それぞれ入学基準は同じですが、奨学金適用は「 海外出願」

が優先されることがあります。

 申し込みまでの手順

高校2年生からお申し込み可能！

UPASのコンサルティ ングは高校2年生以上の方を

対象としています。お電話、ホームページからご予約

く ださい。

コンサルティ ングは来社、電話、オンラインのいずれか

の方法で行います。ご希望の進路について確認をしま

すので、成績のわかる資料をご準備く ださい。

UPAS日本事務局

〒102-0074

東京都千代田区九段南2-3-14 靖国九段南ビル7階

近畿日本ツーリスト株式会社 東京私学教育旅行支店

（首都圏国際交流センター）

TEL：03-6685-9579 FAX：03-6685-9566

初回コンサルティングはウェブサイト または電話
でのご予約を承ります。

https://www .knt.co .j p/edu/ryugaku/

コンサルティング申し込みSTEP
1

UPASへのお申し込みを決めたら、在籍校の担当の

先生に申し出るとと もに、推薦が受けられることを

ご確認く ださい。

在籍校への届け出STEP
2

申込書にご記入の上、UPAS日本事務局までFAXまた

は郵送でお送りください。

申込書の到着確認後、請求書をお送りしますので、期日

までにお支払いください。

UPASにお申し込みSTEP
3

お申し込み者には受付ファイルをお渡しします。大学出願

に必要な書類、今後の流れやご出発までのスケジュール

をご案内します。

※出願校の決定は、お申し込み後に行います。

受付ファイルのお渡し
今後のスケジュールのご案内

STEP
4



スケジュール
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 申し込み後から出発まで

ス・・・ー・・
・高校2年生・

・高校3年生・

4・ 5・ 6・ 7・ 8・ 9・ 10・ 11・ 12・ 1・ 2・ 3・ 4・ 5・

4・ 5・ 6・ 7・ 8・ 9・ 10・ 11・ 12・ 1・ 2・ 3・

UPAS 申し込み 早期英語・備期間

UPAS 申し込み・書類・備

出願校・定・出願

合格・定・ ・
奨学金・ ・

・ ・ ・備
・・ ・ ・

出発

高校2年生からの申し込みのメリット

✓ 奨学金の取得が有利になる ✓ 早期申し込み者のための英語研修を受講できる（別料金）
✓ 目標をもって英語学習、大学選択の準備ができる

合格内定通知が届きましたら、ご本人・在籍校に通知いた

します。留学先の英語コースに行く 場合には、早期に

手続きを開始します。

合格内定通知STEP
8

健康診断、予防接種、寮の手続きを開始します。

入学準備STEP
9

学生ビザ取得のほか、航空券、海外旅行保険、キャッシュ

パスポート などの準備を進めていきます。

※ビザ取得には実費が別途必要となります。

学生ビザの申請・渡航準備STEP
10

高校3年生の1学期または前期の成績が出たら出願校

を決定します。さまざまな条件から、ご本人に合った

大学を提案し決定していきます。必要に応じ、協定校

以外の大学もご提案する場合があります。

進路・出願校決定STEP
5

出願校により出願書類が異なり ますので、事務局の

指示に従い準備を進めてく ださい。

エッセイ、推薦状準備

大学によっては英文エッセイが必要となることがあり

ます。目的に合わせたエッセイ指導、および在籍校の

推薦状のサポート をします。

出願書類の確認、提出STEP
6

出願書類すべてが整い次第、大学へ出願します。

※学校により出願費が別途かかる場合があります。

出願STEP
7

手続きの中で最も重要なご説明となります。

参加必須となります。

大学入学にあたり、良い成績を取る方法、確実に卒業す

るためのノウハウなど予備知識を含めてアドバイスをします。

出発前オリエンテーションSTEP
11

ご出発STEP
12



事務局のサポート
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PAS 日本事務局が行うサポート

UPAS日本事務局は、 事務手続きだけではなく 出願校選定のアドバイスを行い、 出願者に適した大学選びと

確実な入学と渡航のサポート をいたします。

加盟校に対しては制度の説明会、 協定大学の資料配布や学生募集の告知など情報発信を行います。

生 徒・ 保 護 者 高等学校 協定大学UPAS日本事務局

進路相談

相談

サポート

加盟

サポート

出願

合格

大学を選ぶ際に重要視するポイントは、本人に適した学習

環境、生活環境が提供されていること、入学から卒業まで

の予算、卒業後の就職を考えた専攻選びです。自分自身

に適した国や大学を選ぶことが、海外進学を成功させる

大きなポイントになります。

30年以上の実績を持つ海外進学コンサルタントが、

最適な大学選びをお手伝いいたします。

環境 予算 成績

専攻 卒業 就職

生徒様へのサポート

出願校選定コンサルティング 出発前オリエンテーション

書類作成サポート 専攻相談　（キャリア相談）

エッセイ指導（奨学金・出願エッセイ） 滞在先の手続きサポート

予防接種・健康診断など各種手続き 入学前語学研修手続き

航空券・海外旅行保険等の手配 大学体験コースのご案内

海外大学選びのポイント

“成功する”海外大学の選び方



奨学金
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PAS 「 返済不要」３つのタ イプの奨学金を整備

奨学金を希望する生徒は、 奨学金枠を設けている大学へ出願することで、 確実に奨学生として指定の大学

に入学することができます。 各大学の奨学金受給の基準を満たし 、 進学先での成績を維持することで、

卒業まで返済不要の奨学金が適用されます。

奨学金
合格者全員に支給さ れる奨学金

合格をすると卒業まで返済不要の奨学金が適用されます。

奨学金

成績・ 面接・ 人数・ 期間制限などがある奨学金

高校3年間のGPAや面接によって奨学金の額が決まる大学、奨学金の人数制限が

ある大学、1年間だけあるいは、パスウェイ期間だけなど受給に制限がある大学です。

条件はそれぞれの大学によって異なります。

奨学金奨学金

学部進学後に成績などによって支給さ れる奨学金

大学入学後にGPAや大学独自の基準をクリアすることで奨学金が貰える可能性が

あります。

H esston College10

ヘストン大学

運営 私立2年制大学

所在地 カンザス州 ヘストン

高校の成績
（５段階）

3.0以上

英語力 TOEFL･ 41/TOEIC 475/英検2級A

学生数(留学生) 420名（ 13％）

人気の専攻 一般教養、ビジネス、Ｉ Ｔ ，コミュニケーション、パイロット

学費＆寮費めやす
(年間)

＄37,000 ☞奨学金適用後 : ＄27,000

英検2級Aで英語コースから開始可能

英語力によって一般科目の移行単位数は異なります

サポート が充実している2年制大学

ランキング第2位（ 1,700校中）

中西部大学ランキング 29位卒業後は有名大学への編入も多数！サポートが充実

小規模な私立2年制大学で、4年制大学への編入サポートがとても充実しています。

学内はフレンドリーな雰囲気で、 学業面では教員から細やかなサポートを受けること

ができ、少人数制のため規模の大きい大学に比べると、良い成績を取りやすいと言

えるでしょう。 多くの学生がキャンパス内の寮に住んでおり、友達を作りやすい環境

です。田舎町にあるので安全で治安も良く、 学生数が500人に満たないためほぼ

全員が顔見知りです。 見知らぬ土地での海外進学に不安がある方にも安心してお

勧めできます。キリスト教メノナイト派の教会が大学を運営しているため、 週に2回

のチャペル参加が義務付けられています。

合格者全員に最低＄10,000奨学金授与
奨学金額は成績で更に加算されます

パス

ウェイ

奨学金

※入学基準（ 成績・英語力）は専攻により異なります。

パスウェイ

パスウェイ制度の条件や期間など

奨学金制度
奨学金のタイプや支給の条件など

大学の紹介

ランキング情報など

成績について

出願に必要な高校の内申書評定

入学時に必要な英語力

進学後の費用
1年間の学費＆寮費のめやす

協定大学データ ・ 奨学金のみかた

3つのタ イプの奨学金

※本制度においてアメ リカ国籍を有する方がアメ リカの大学に出願する場合、奨学金の対象外となります。
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PAS 出願に必要な書類

海外では入学試験はなく 、 大学入試は書類審査となります。 最も重要視されるのは高校3 年間の成績の平均

値（ GPA） です。 UPASの募集要項では、 日本形式の5 段階のGPAで表記していますが、 海外の大学によっ

てはアメリカ方式（ 4 段階） に日本の評定平均を換算します。 大学によって、 また専攻する学部によっては、

高校で取得する科目の規定がある場合があります。

GPAは、 Grade Point Averageの略で「 成績評定平均」 を意味します。

✓ 願書
✓ 成績証明書（高校3年間のGPA）
✓ エッセイ（小論文）
✓ 推薦状
✓パスポートコピー
✓ 財政証明書
✓ 健康診断・予防接種
✓ 英語力証明書
学校によって出願に必要な書類は異なります。

すべての書類は英文で書かれていることが

必要です。

日本の成績 ポイント

80－100 A5 4

70－79 B4 3

60－69 C3 2

0－59 D2 0

アメリカの成績 ポイント

90－100 A 4

80－89 B 3

70－79 C 2

60－69 D 1

0－59 F 0

科目 成績 換算ポイント 単位数

英 語 5 4 × 4 ＝16

歴 史 4 3 × 4 ＝12

数 学 3 2 × 2 ＝4

10 32

GPA＝
（ポイント数値×単位数）のすべての科目の合計

すべての科目の単位数の合計

【例】

国際評価基準

32
＝3.2
10

GPAは、3.2

『 GPAは下記のように換算します』

英語力
UPAS協定大学出願において、入学基準となる最低限必要な英語スコアを提示

していますが、英語力が基準に満たなくても出願は可能で、大学から合格内定

がでます。その後、入学までに基準となる英語スコアを取得するか、大学が指定

する英語コースから留学を開始することになります。

英語コースから開始できる協定大学も数多くあります。

Duolingoテストは、自宅のパソコンなどオンライン環境がある場所でいつでも

受験ができます。およそ1時間程度のテストで、結果通知までも2日ほどと、従来

の英語試験に比べてスピーディーです。受験費用も格安で、TOEFL®など他

の試験では200ドル以上かかりますが、Duolingoはわずか49ドルで受験する

ことができます。現在、UCLA、コロンビア大学、イェール大学といった500校

以上の教育機関で導入されており、UPAS制度に参加している大学の中にも

Duolingoを入学要件として認めている大学があります。

Duolingo English Test（ 日本語サイト ）　 https://englishtest.duolingo.com/j a

TOEFL®に替わる英語試験 D
デュオリ ン ゴ

uolingoについて
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 早く申し込むほど学習のチャンスが多い
UPAS日本事務局では、 海外大学進学に役立つ事前の英語対策に向けた講座や学習素材を、 ご本人のレベル

や進路に合わせてご紹介します。 早期に申し込むと 、 海外大学進学に向けた英語対策や情報をより 多く

得ることができます。

＜UPAS英語対策の例＞

✓レベルに合わせて自宅でオンライン学習
✓ 事務局で開催する英語コース
✓ 夏休み・冬休みの海外研修
✓ 在籍校でのプログラム実施

毎年海外大学進学希望者がいる加盟校の場合、在籍校でのプログラムを実施することも可能です。

詳しくは事務局までお問い合わせください。

 パス

ウェイ パスウェイについて ※パスウェイの名称は学校によって違います。
パスウェイは大学と語学学校が共同運営するプログラムです。 低めの英語力で大学に入学することができ、

英語力をアップさせると同時にカレッジスキルを身につけていきます。

パスウェイの活用でスムーズに大学に入学

海外大学で留学生用に設けられた特別なシステム"パスウェイ "。

これは英語コース＋カレッジスキルの授業を受けながら大学の

単位を一部履修するシステムです。パスウェイを利用することで、

不安な留学初期の期間に生活や語学のサポート を受け、時間の

ロスなくスムーズに大学に入学を果たすことができます。

※大学によってパスウェイ入学の条件（ 語学力・成績）や期間、名称
が異なります。

入学パターンによる卒業までの例

第1学年 第2学年 第3学年 第4学年

C
パターン

パスウェイ活用
（イ・リス、オーストラリア）

※

事
前
語
学
研
修

英語コース + 一般教科

英語コース + 基礎教科

一般教科

一般教科

専門教科

B
パターン

パスウェイ活用
（アメリカ、カナダ）

・
パターン

大学に直接入学
（アメリカ、カナダ）

※事前語学研修は、大学入学やパスウェイの開始に必要な英語力を満たしている場合は任意の受講となります。大学に付属する英語コースを受講することもできます。

取
得
単
位

1年目 卒業時

・ 学期あたりの

・ ・ ・ ・ 数

英語・ース

パス

ウェイ

高校2年 高校3年

4・ 5・ 6・ 7・ 8・ 9・ 10・ 11・ 12・ 4・ 5・ 6・ 7・ 8・ 9・ 10・ 11・ 12・1・ 2・ 3・

UPAS 申し込み 早期英語・備期間 進・ ・定・出願

※プログラムによっては、 別途費用がかかります。
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協定大学（ アメリカ） 奨学金タイプ ページ

Adelphi University（アデルファイ大学）

American University（アメリカン大学） P10

Arizona State University（アリゾナ州立大学）

Auburn Montgomery University
（オーバーン大学モンゴメリー校）

P13

Auburn University（オーバーン大学）

Benedictine College（ベネディクティンカレッジ）

California Lutheran University（カリフォルニアルーセラン大学） P17

Chestnut Hill College（チェストナットヒル大学）

Cleveland State University（クリーブランド州立大学）

College of Mt. Saint Vincent（マウントセントビンセント大学）

Dean College（ディーンカレッジ）

Emporia State University（エンポリア州立大学） P15

Fisher College（フィッシャーカレッジ）

Florida International University（フロリダ国際大学）

Grand Valley State University（グランドバレー州立大学） P12

Hawaii Pacific University（ハワイパシフィック大学）

Hesston College（ヘストンカレッジ） P14

Indiana University-Purdue University Indianapolis
（インディアナ大学）

Iowa Wesleyan University（アイオワウェスリアン大学） P14

LIU Brooklyn University（ロングアイランド大学ブルックリン校）

LIU Post University（ロングアイランド大学ポスト校）

Louisiana State University（ルイジアナ州立大学）

Mercer University（マーサー大学）

Okｌahoma City University（オクラホマシティ大学）

Pace University（ペース大学）

協定大学（ カナダ） 奨学金タイプ ページ

Simon Fraser University（サイモンフレーザー大学） P19

University of Manitoba（マニトバ大学） P19

協定大学（ イギリス） 奨学金タイプ ページ

University of York（ヨーク大学） P20

Birmingham City University（バーミンガムシティ大学）

The University of Northampton（ノーサンプトン大学）

University of Essex（エセックス大学）

City, University of London（ロンドン大学シティ校） P20

University of Westminster（ウェストミンスター大学）

University of Bristol（ブリストル大学） P21

University of Brighton（ブライトン大学）

University of Portsmouth（ポーツマス大学）

協定大学（ オーストラリア） 奨学金タイプ ページ

Griffith University（グリフィス大学） P21

University of Sydney（シドニー大学） P22

University of Wollongong（ウーロンゴン大学） P22

The University of Newcastle（ニューキャッスル大学）

Deakin University（ディーキン大学）

La Trobe University（ラトローブ大学）

University of Canberra（キャンベラ大学）

University of Adelaide（アデレード大学）

University of South Australia（南オーストラリア大学）

奨学金タイプ

合格者全員に支給される奨学金

成績・面接・人数・期間制限などがある奨学金

学部進学後に成績などによって支給される奨学金

協定大学（ アメリカ） 奨学金タイプ ページ

Pacific Lutheran University（パシフィックルーセラン大学）

Queens College,CUNY（ニューヨーク市立大学クイーンズ校）

Richard Bland College of William & Mary
（ウィリアム＆メアリー大学リチャードブランドカレッジ）

Saint Peter's University（セントピーターズ大学）

San Francisco State University（サンフランシスコ州立大学）

Southern New Hampshire University
（サザンニューハンプシャー大学）

Tennessee Tech University（テネシー工科大学） P13

Texas Wesleyan University（テキサスウェスリアン大学） P16

University of Central Florida（セントラルフロリダ大学）

University of Dayton（デイトン大学）

University of Idaho（アイダホ大学） P17

University of Illinois Chicago（イリノイ大学シカゴ校）

University of Kansas（カンザス大学） P15

University of La Verne（ラバーン大学） P18

University of Massachusetts, Boston
（マサチューセッツ大学ボストン校）

P10

University of Massachusetts, Dartmouth
（マサチューセッツ大学ダートマス校）

University of Massachusetts, Lowell
（マサチューセッツ大学ローウェル校）

University of Mississippi（ミシシッピー大学）

University of New Hampshire（ニューハンプシャー大学）

University of Pacific（パシフィック大学） P18

University of South Carolina（サウスカロライナ大学）

University of St. Thomas（セントトーマス大学） P12

University of Utah（ユタ大学） P16

University of Vermont（バーモント大学） P11

University of Wisconsin, Oshkosh, Fox Cities
（ウイスコンシン大学オシュコシュ校フォックスシティ）

P11

U PAS協定大学一覧

※本誌で紹介している大学一覧は2020年4月現在の協定校です。最新の協定校リストをご希望の場合は事務局までお申し出ください。
※入学基準・学費・奨学金等については大学側の都合により変更となる場合があります。
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マサチューセッツ大学ボストン校

運営 州立総合大学

所在地 マサチューセッツ州 ボストン

高校の成績
（５段階）

4.0以上

英語力
TOEFL･ 79/IELTS 6.0（ 直接入学）
TOEFL･ 69/（ 3学期パスウェイ）

学生数(留学生) 17,000名（ 12％）

人気の専攻 ビジネス、マーケティング、コンピューターサイエンス、化学

学費＆寮費めやす
(年間)

＄52,000

TOEFL･ 49 以下/IELTS 4.5 以下 英語コース
TOEFL･ 59/IELTS 5.0 英語コース＋3 学期パスウェイ
TOEFL･ 69/IELTS 5.5 3 学期パスウェイ
TOEFL･ 75/IELTS 6.0 2 学期パスウェイ (16 単位移行)

全米州立大学ランキング 109位

ビジネス学部ランキング 151位

全米大学ランキング 202位
ボストン名門大学に入学。ボストンの地の利を活かし、就職活動に有利

ハーバード大学やMIT、ボストン大学など有名私立大学が多いボストンの中で、豊富

な学習資源を持つ研究型州立大学としてとても人気があります。市街地にあるキャン

パスはボストン湾に面しており、公共交通機関が整っているため生活もしやすいです。

9学部100以上の学科を擁しますが、1クラスあたりの平均人数が少なく、学生と教授

の比率が16： 1と比較的小規模のため、教授と学生の距離が近いことも特徴のひとつ。

学内にはジョン・ F・ケネディの名がついた国立博物館も併設され

ています。企業活動が盛んなボストンという土地柄から、インターン

シップも盛んに行われています。金融、保険、IT、サービス業などあら

ゆる企業が集まっているため、就職活動にもとても有利です。

University of M assachusetts, Boston02

パス

ウェイ

※入学基準（ 成績・英語力）は専攻により異なります。

American University01

アメリカン大学

運営 私立4年制大学

所在地 ワシントンD.C.

高校の成績
（５段階）

4.0以上（ パスウェイのみ）

英語力
TOEFL･ 74/IELTS 6.0/英検準1級（ パスウェイ2学期）
TOEFL･ 68/IELTS 5.5/英検準1級（ パスウェイ3学期）

学生数(留学生) 14,000名（ 9％）

人気の専攻 国際関係学、環境学、国際ビジネス、会計学、公共政策

学費＆寮費めやす
(年間)

$68,000 ☞奨学金適用後($15,000の場合） : ＄51,000
（ 2学期パスウェイ＄66,000適用）

英語コース(2学期)→TOEFL･ 50/IELTS 4.5/英検準2級
TOEFL･ 68/IELTS 5.5/英検準1級（ パスウェイ3学期）
TOEFL･ 74/IELTS 6.0/英検準1級（ パスウェイ2学期）
（＄66,000～＄86,000）

奨学金 $10,000以上（ パスウェイ期間 インタビューで決定）

ジョージ・ワシントン大統領の構想から設立された首都3大学の1校
アメリカの首都ワシントンD.C.にある私立４年制リベラルアーツカレッジです。初代大統領ジョー

ジ・ワシントンの発案によって設立された大学で、ジョージタウン大学、ジョージ・ワシントン

大学に並び、首都３大学の一つとして知られています。また国際関係学、政治学で全米トッ

プ10に入り、大学自体も世界でもトップレベルの大学です。首都ワシントンD.C.から地下鉄

で15分の場所に位置し、都会の便利さを享受しつつ、伝統的な雰囲気のキャンパスで学ぶ

ことができます。128カ国からの学生が集まり大変国際的です。また、学部生の9割がインター

ンシップを経験しており、卒業生には世界銀行やシンクタンク、国際連

合などの国際機関に就職する人も多くいます。首都ワシントンD.C.と

いう立地もあり、国際関係学や政治学が有名ですが、全米のみならず

世界中から入学希望者が集まるため、入学難易度も高いです。

全米大学ランキング 77 位

国際ビジネス学部 全米ランキング 14 位

会計学部 全米ランキング 56 位

パス

ウェイ

※入学基準（ 成績・英語力）は専攻により異なります。
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University of W isconsin, OshKosh, Fox City Campus04

ウィスコンシン大学
オシュコシュ校フォックスシティキャンパス

運営 2年制州立大学

所在地 ウィスコンシン州 メナーシ

高校の成績
（５段階）

3.0以上

英語力 TOEFL･ 61/ I ELTS 5.5

学生数(留学生) 1,300名（ ％不明）

人気の専攻 一般教養（ 編入目的）

学費＆寮費めやす
(年間)

学部＄41,000
滞在：アパートメント（ 1人部屋、週に10食付き）

英語コースから開始可能
TOEFL･ 20（ レベル1）/ TOEFL･ 35(レベル2)/TOEFL･ 50（ レベル3）
レベル3修了後、ウィスコンシン大学オシュコシュ校フォックスシティキャンパスに入学

パブリックアイビーの1校である

名門大学への編入！

全員大学編入に成功したサポートが魅力

名門ウィスコンシン大学マディソン校への編入保証

約1,300名の学生が在籍、私立リベラルアーツカレッジと同じような環境が提供されて

います。この大学で2年間一定以上の成績を収めることにより、3年次にウィスコンシン

大学マディソン校への編入が保証されるプログラムがあり、また、ウィスコンシン大学

同系列の13大学の編入が可能なことが大きな魅力。マディソン校は全米公立トップの

パブリックアイビーであり、公立大学ランキングで全米10位、多数のノーベル賞受賞者

を輩出しています。GPA2.0以上を維持し、オシュコシュ校にて学士

号を取得することもできます。アドバイザーが大学選びから出願

まで編入学を徹底的にサポートしており、マディソン校への編入と

同時に他の大学への出願をも行うことができます。

奨学金 $2,000～$3,000（ 学内審査で決定）

パス

ウェイ

※入学基準（ 成績・英語力）は専攻により異なります。

University of Vermont03

バーモント大学

運営 州立総合大学

所在地 バーモント州 バーリントン

高校の成績
（５段階）

直接入学： GPA 4.0 以上（ 専攻別に規定）
パスウェイ： GPA 3.75以上（ 専攻別に規定）

英語力
TOEFL･ 90/IELTS 6.5（ 直接入学）
TOEFL･ 65/IELTS 6.0（ 2タームパスウェイ）

学生数(留学生) 13,365名（ 6％）

人気の専攻 ビジネス、心理学、マネージメント、環境学

学費＆寮費めやす
(年間)

$58,000 ☞奨学金適用後 : ＄48,000（ 2学期パスウェイのみ適用）
3 タームパスウェイ TOEFL･ 55/IELTS 5.5/Duolingo 80
2 タームパスウェイ TOEFL･ 65/IELTS 6.0/Duolingo 90
1 タームパスウェイ TOEFL･ 80/IELTS 6.5/Duolingo 105

奨学金
＄10,000（ パスウェイ期間）
＊パスウェイ修了後は、成績次第で奨学金

パス

ウェイ

全米大学ランキング 96 位

全米公立大学ランキング 42 位
アメリカ最古の州立大学。1791年創立。東部の名門パブリックアイビー大学
ハーバード、イェール、ダートマス、ブラウンに次ぐ、ニューイングランド地域で 5番目に古

い大学です。 名門パブリックアイビーの1校に数えられ、キャンパスには米国歴史遺産登

録のリストに掲載されている建物も少なくありません。学部の1クラスのサイズが平均30名、

教授と学生の比率が1:15ときめ細やかな教育を提供しており、 学部授業の98％は教授が

教 を取っているリベラルアーツカレッジ並みのアットホームな環境が整っています。一方で

大規模なリサーチ活動も行われており、 学生は興味や関心に応じてさまざまなクラスを履修

することができます。 100 以上の専攻の中で、とくに農学や生命科学の分野が有名です。

留学生のオフィスがあらゆる面で留学生をサポートします。クラブ活動、 旅行、 パーティ、

バザー、 文化交流会など頻繁に行われるさまざまな大学行事やスポーツイベントが大学生

活を彩ります。

※入学基準（ 成績・英語力）は専攻により異なります。
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Grand Valley State University06

グランドバレー州立大学

運営 州立総合大学

所在地 ミシガン州 アレンデール

高校の成績
（５段階）

4.0以上（ 直接入学）

英語力 TOEFL･ 80/IELTS 6.5（ 直接入学）/ELS 112

学生数(留学生) 25,000名（ 2％）

人気の専攻 ビジネス、マーケティング、ジャーナリズム

学費＆寮費めやす
(年間)

＄28,500 ☞奨学金適用後 : ＄23,500

英語コースから開始可能

奨学金
英語コース修了時のGPA3.0で＄5,000
（ 毎年更新可能）

全米公立大学ランキング１０９位

アメリカ中西部大学ランキング 26 位
優れた教育環境と定評のある州立大学

治安が良く、フレンドリーな地域に広大なキャンパスを構えるグランドバレー州立大学は、

豊かな自然の中に近代的な建物が立ち並びます。「 アメリカで最もお買い得な大学ベス

ト100」に15年以上連続でランクインし、最も環境にやさしい大学トップ25にも名を連ね

ます。「 Institutional Research and Evaluation, Inc.」により20年連続で「 アメリカ

のベスト 100校」に選ばれるなど、教育環境と優れた研究施設にも定評があります。

少人数制のアットホームな教育環境で、きめ細やかな指導を受けることができます。

州立大学には珍しく細やかな配慮があり、安心して学びやすい環境といえるでしょう。

留学生の受け入れにも積極的で、世界80ヶ国以上からの学生が学びます。学部入

学に際して、ELSの112レベルを修了した学生は、入学時のGPAが3.0あれば＄5,000

の返済不要の奨学金が支給されます。入学後も所定の成績を修めることにより毎年

＄5,000の受給資格が更新されます。

※入学基準（ 成績・英語力）は専攻により異なります。

University of St. Thomas05

セントトーマス大学

運営 私立4年制大学

所在地 ミネソタ州 セントポール

高校の成績
（５段階）

直接入学： 4.0以上、パスウェイ： 3.5以上

英語力
TOEFL･ 80/IELTS6.5/ELS 112（ 直接入学）
TOEFL･ 65/IELTS5.5/ELS 109（ パスウェイ）

学生数(留学生) 10,000名（ 5％）

人気の専攻 会計・ 広告、マーケティング、ビジネスコミュニケーション、エンジニア

学費＆寮費めやす
(年間)

＄59,000 

☞奨学金適用後 : ＄36,000（ 学費の50％奨学金適用後）
英語コースから開始可能
TOEFL･ 65/IELTS5.5/ELS 109（ パスウェイ）
＄38,000（ パスウェイ、授業料の50％奨学金）

奨学金 授業料の40～50％奨学金4年間

全米大学ランキング 139 位

全米ランキング エンジニアリング 38 位

全米価値ある大学ランキング８１位ミネソタ州最大規模の名門私立大学
セントトーマス大学はミネソタ州で最大規模のカトリック系名門私立大学です。学生の半数

以上が在学中に海外留学を経験するグローバル志向の強い大学です。全米大学ランキングは

139位、中西部の大学内ではトップ10位にランクイン。隣接の大都市ミネアポリスとオワトナに

国内分校、台湾、カナダ、イタリアなどに海外分校もあります。フレンドリーでアットホームな雰囲

気の大学で、1クラスあたりの平均学生数が21人以下と教授陣との距離が近く、地域コミュニティ

や企業との協力関係のもと、経営学をはじめ幅広い分野で実践的な指導を重んじた学士課程を

提供しています。キャリア教育にも重点を置き、90近くの専攻のうち、エンジ

ニアリングは全米38位と特にレベルの高い教育を行っています。緑に囲ま

れ治安の良い閑静な住宅街に位置しており、ミネアポリス中心地へは大学

が運行する無料のスクールバスにて20分程度で行くことができます。

パス

ウェイ

※入学基準（ 成績・英語力）は専攻により異なります。
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Auburn M ontgomery University08

オーバーン大学モンゴメリー校

運営 州立総合大学

所在地 アラバマ州 モンゴメリー

高校の成績
（５段階）

3.0以上（ パスウェイ）、3.3以上（ 直接入学）

英語力 TOEFL･ 61/IELTS5.5（ 英語コースから開始可能）

学生数(留学生) 5,213名（ ％不明）

人気の専攻
ビジネス、国際経済学、グラフィックデザイン、マーケティング、
ホスピタリティー＆観光学

学費＆寮費めやす
(年間)

$34,000 

☞奨学金適用後 : ＄32,000
英語コース IELTS 4.0 / GPA 2.0
パスウェイ： TOEFL･ 57/ IELTS5.0 高校の成績3.3以上(7単位移行）
パスウェイ： TOEFL･ 6１/ IELTS 5.5 高校の成績3.0～3.29(1学期英語サポート）

奨学金 $2,000（ 最長4年間 インタビューで決定）

パス

ウェイ

フレンドリーで活気・多様性のある南部のトップ校

アメリカ南部でトップランクに位置する大学で、実践的な教育を提供しています。モン

ゴメリーは黒人差別解消運動が行われた場所ですが、キャンパス内にはその歴史を

感じさせる建造物が残っています。大学の理念は「 学生主体の経験」であるため、

学生が主役となってサークルなどを運営する風土があります。1クラスあたり17名ほど

の少人数制教育を行っており、教授によるきめ細やかな授業を受けることができます。

90以上の専攻を提供しており、中にはサイバーセキュリティーなどユニークな専攻も

あります。勉学に真剣に向き合う学生が多く、そのような環境で学生生活を送ることに

より、学業へのモチベーションも上がるでしょう。大学の近くには大規模ショッピングセンター

や病院、大きな公園もあるため、普段の生活には非常に便利かつ快適です。

世界大学ランキング ビジネススクール上位1％

南東部大学ランキング 1 位

全米公立大学ランキング 33 位

※入学基準（ 成績・英語力）は専攻により異なります。

Tennessee Tech University07

テネシー工科大学

運営 州立総合大学

所在地 テネシー州 クックビル

高校の成績
（５段階）

3.5以上
4.3以上（ 奨学金希望者）

英語力 TOEFL･ 61/IELTS 5.5/英検2級A/TOEIC 600/ Duolingo 85

学生数(留学生) 11,000名（ １２％）

人気の専攻 ビジネス、エンジニア、農場、アート、経営学、経済、教育、科学

学費＆寮費めやす
(年間)

＄37,000 ☞奨学金適用後 : ＄28,100

英検2級Ａで学部入学可能

奨学金 ＄8,900（ 学内審査で決定、人数制限あり）

南部大学ランキング 34位

全米公立大学ランキング 231位
治安がよく、文系学部も充実した州立工科大学
音楽の街として知られているナッシュビル近郊のクックビルにキャンパスを構える同

大学は、もともと理系専門の工科大学として創立されました。卒業生にはNASAの宇

宙飛行士などがいますが、現在では文系学部も含む多様な専攻を提供しています。

国際的な大学で留学生を歓迎するムードがあり、治安も非常に良い地域として知ら

れているので、留学に際して治安面が不安な方にもお勧めです。一般的に州立大学

はクラスの人数が多い傾向にありますが、学生と教授の比率が20:1で、１クラスの平均

学生数が26人という少人数制教育を行っています。

※入学基準（ 成績・英語力）は専攻により異なります。
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H esston College10

ヘストン大学

運営 私立2年制大学

所在地 カンザス州 ヘストン

高校の成績
（５段階）

3.0以上

英語力 TOEFL･ 41/TOEIC 475/英検2級A

学生数(留学生) 420名（ 13％）

人気の専攻 一般教養、ビジネス、Ｉ Ｔ ，コミュニケーション、パイロット

学費＆寮費めやす
(年間)

＄37,000 ☞奨学金適用後 : ＄27,000
英検2級Aで英語コースから開始可能

英語力によって一般科目の移行単位数は異なります

サポート が充実している2年制大学

ランキング第2位（ 1,700校中）

中西部大学ランキング 29位卒業後は有名大学への編入も多数！サポートが充実

小規模な私立2年制大学で、4年制大学への編入サポートがとても充実しています。

学内はフレンドリーな雰囲気で、学業面では教員から細やかなサポートを受けること

ができ、 少人数制のため規模の大きい大学に比べると、良い成績を取りやすいと言

えるでしょう。 多くの学生がキャンパス内の寮に住んでおり、 友達を作りやすい環境

です。田舎町にあるので安全で治安も良く、 学生数が500 人に満たないためほぼ

全員が顔見知りです。 見知らぬ土地での海外進学に不安がある方にも安心してお

勧めできます。キリスト教メノナイト派の教会が大学を運営しているため、 週に2回

のチャペル参加が義務付けられています。

合格者全員に最低＄10,000奨学金授与
奨学金額は成績で更に加算されます

パス

ウェイ

奨学金

※入学基準（ 成績・英語力）は専攻により異なります。

Iowa Wesleyan University09

アイオワウェスリアン大学

運営 私立リベラルアーツ大学

所在地 アイオワ州 マウントプレザント

高校の成績
（５段階）

3.5以上

英語力 TOEFL･ 61/IELTS 6.0/英検2級A

学生数(留学生) 650名（ 10％）

人気の専攻
ビジネス、マネージメント、ファイナンス、スポーツマネージメント、
会計、音楽、犯罪心理学、デジタルメディア

学費＆寮費めやす
(年間)

＄45,110 ☞奨学金適用後 : ＄15,855

英語コースから開始可能

アットホームな小規模優良リベラルアーツ大学

中西部大学ランキング 55 位
1クラス平均10名の少人数教育

アメリカ初の女性弁護士など著名人を輩出した伝統校
なんといっても、圧倒的な奨学金の高さが魅力。一般学生の約3分の1の金額で

留学ができます。1842年に創立された伝統校で、アメリカ初の女性弁護士など

多数の著名人を輩出しています。学生と教授の比率は9:1、クラスの平均人数は

10名という圧倒的な少人数教育で質の高いリベラルアーツ教育を提供しています。

クラスルームでの学びだけでなく、全ての専攻でインターンシップや実地学習など

が義務付けられているため、卒業までにプロフェッショナルな経験を積むことができ

ます。市内中心部までも簡単に行くことができ、大型スーパーも近くにあり便利です。

町では年中、演劇やコンサートなどが開催されています。

合格者全員に＄29,255奨学金授与奨学金

※入学基準（ 成績・英語力）は専攻により異なります。



15

Emporia State University12

エンポリア州立大学

運営 州立総合大学

所在地 カンザス州 ケロッグ

高校の成績
（５段階）

3.5以上

英語力 TOEFL･ 72/IELTS 6.0/Duol ingo 95

学生数(留学生) 5,700名（ 7％）

人気の専攻
会計学、教育学、ビジネス、コンピューターサイエンス
カウンセリング教育学、舞台美術、犯罪心理科学

学費＆寮費めやす
(年間)

＄31,000 ☞奨学金適用後 : ＄19,000

英語コースから開始可能

中西部大学ランキング 95位

全米公立大学ランキング 24位
アットホームな州立大学中型サイズのキャンパス

カンザスシティから2時間ほど離れた場所にキャンパスを構えるエンポリア州立大学

は、生徒数約6,000人の中規模大学です。1クラスあたりの人数も少なく、先生と学

生の距離が近いアットホームな雰囲気の中で、質の高い教育を提供しています。

もともと1863年に師範学校として設立され、教育学部の評価が高いことで有名。

2006年にはスタンフォード大学などの有名大学に並び、全米大学トップ4の教育学部に

選出されました。生涯学習の提供にも力を入れており、様 な々分野から600以上の

クラスをオンライン受講することが可能です。キャンパスはアメリカの田舎町にあり、

キャンパス内に運動施設やレストランなどが揃っていますので、日常生活に不便を

感じることはないでしょう。

合格者全員に＄12,000奨学金授与奨学金

※入学基準（ 成績・英語力）は専攻により異なります。

University of Kansas11

カンザス大学

運営 州立総合大学

所在地 カンザス州 ローレンス

高校の成績
（５段階）

3.5以上（ パスウェイ、直接入学）

英語力
TOEFL･ 79/IELTS 6.5/TOEIC 695/英検1級（ 直接入学）
TOEFL･ 71/IELTS 6.0/TOEIC 675/英検準1級（ パスウェイ2学期）

学生数(留学生) 28,000名（ 6％）

人気の専攻 ビジネス、エンジニアリング、音楽、デザイン

学費＆寮費めやす
(年間)

$44,000 ☞奨学金適用後（ $9,000の場合） : $35,000
英語コース（ 1ターム）→ TOEFL･ 50/IELTS 5.0/英検2級A/TOEIC 600
TOEFL･ 60/IELTS 5.5/TOEIC 650/英検準1級（ 3学期パスウェイ）
TOEFL･ 71/IELTS 6.0/TOEIC 675/英検準1級（ 2学期パスウェイ）
（＄45,000 2学期パスウェイ）

奨学金 $3,000～$9,000（ 最長4年間 インタビューで決定）

パス

ウェイ

全米トップレベルの研究型大学
カンザス大学は、カレッジタウンとして人気のあるローレンスにキャンパスを構えています。

総合研究型大学として370の専攻を持つレベルの高い大学で、全米公立大学ランキング

59位に選ばれています。特にエンジニアリング、建築、デザイン、コミュニケーション

などの評価が高く、卒業生には宇宙飛行士、ピューリッツァー賞受賞のジャーナリスト、

ノーベル賞受賞者などがいます。街には緑が多く治安がよく、フレンドリーな人が

多いので安心して生活することができます。ローレンスには多くのバスが走っており、

キャンパスから無料で乗ることができるので、様 な々場所に行くこ

とが可能です。安全な留学生活を送りたいという人にはとてもお

勧めできる大学です。キャンパスは美しく、ナショナルジオグラフィッ

ク誌でアメリカ国内で最も美しいと評価された建物が並びます。

全米大学ランキング 130 位

全米公立大学ランキング 59 位

ビジネススクールベスト  66 位

※入学基準（ 成績・英語力）は専攻により異なります。
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Texas Wesleyan University14

テキサスウェスリアン大学

運営 私立４年制リベラルアーツ大学

所在地 テキサス州 フォートワース

高校の成績
（５段階）

3.5以上

英語力 TOEFL･ 68/IELTS 6.0/Duol ingo 80

学生数(留学生) 2,200名（ 8％）

人気の専攻
ビジネス、テレビ＆ラジオ学、運動生理学、教育学、
心理学、リベラルアーツ

学費＆寮費めやす
(年間)

＄45,000 ☞奨学金適用後 : ＄29,000
IELTS 5.0以上でブリッジプログラム
＊大学構内にあるLanguage Companyの英語コースを受講し、一番上のレベルを修了
で学部進学可

社会で活躍するリーダーを育成する

リベラルアーツ大学
少人数制できめ細やかな教育を行うリベラルアーツカレッジ

大都市ダラスから30分ほどの郊外に位置するテキサスウェスリアン大学は、全学生数

が2,000人程度、少人数できめ細やかな教育を行っているリベラルアーツカレッジで

す。教授と学生の比率が1:15、さらには20人未満のクラスが全体の4分の3を占めてお

り、手厚い教育が受けられるのが特徴です。専攻では教育学とビジネスが特に人気。

大都市へのアクセスが良く、キャンパスの周囲には大規模な公園が広がり、利便性の

高い落ち着いた環境で勉学に励むことができます。

返済不要の奨学金があり、費用を抑えて留学することが可能です。

合格者全員に＄16,000奨学金授与奨学金

※入学基準（ 成績・英語力）は専攻により異なります。

University of Utah13

ユタ大学

運営 州立総合大学

所在地 ユタ州 ソルトレイクシティ

高校の成績
（５段階）

3.5以上（ パスウェイ）、4.0以上（ 直接入学）

英語力
TOEFL･ 80/IELTS 6.5（ 直接入学）
TOEFL･ 68/IELTS 5.5/TOEIC 650/英検準1級（ 2学期パスウェイ）

学生数(留学生) 33,000名（ 5％）

人気の専攻 ビジネス、エンジニアリング、ゲーム開発、教育

学費＆寮費めやす
(年間)

$47,000

☞奨学金適用後(最大の場合） : $37,000
TOEFL･ 60 以下は、 大学英語準備コースあり
TOEFL･ 60/IELTS 5.0/TOEIC 600/英検2級A （ 3学期パスウェイ）

TOEFL･ 68/IELTS 5.5/TOEIC 650/英検準1級（ 2学期パスウェイ）

奨学金 最大 $10,000（ 最長4年間 インタビューで決定）

世界大学ランキング100位に6年連続選出の実績
全米で最も幸福な都市第2位にランクインしたソルトレイクシティにキャンパスを構えてい

ます。総合大学として100以上の専攻を提供し、なかでもゲーム開発学部は全米1位です。

工学部分野では59位、コンピューターサイエンスは60位。プログラミングやゲーム開

発学部の卒業生には、世界の有名ゲーム会社に就職した人もいます。

過去、世界大学ランキング100位以内に6年連続選出されるなど、教育レベルの高さに定評

があります。ビジネス分野の起業家部門では全米大学ランキングで10位となっており、学内

で高く評価されれば、大学から起業援助資金が支給されるシステムもあります。卒業生には

ピクサーの創設者Catmull氏やジェットブルー航空創設者Neeleman氏などがいます。

全米大学ランキング 104 位

全米公立大学ランキング 40 位

世界ランキングアントレプレナー 48 位

パス

ウェイ

※入学基準（ 成績・英語力）は専攻により異なります。
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University of Idaho16

アイダホ大学

運営 州立総合大学

所在地 アイダホ州 モスコー

高校の成績
（５段階）

直接入学： 3.5以上
パスウェイ： 3.0以上

英語力
TOEFL･ 70/IELTS 6.0（ 直接入学）
TOEFL･ 65/IELTS 5.5/英検2級A（ 2学期パスウェイ）

学生数(留学生) 12,000名（ 7％）

人気の専攻 ビジネス、化学、エンジニアリング、環境学、農業

学費＆寮費めやす
(年間)

＄39,000

TOEFL･ 59/IELTS 5.5（ 3学期パスウェイ）
TOEFL･ 65/IELTS 5.5（ 2学期パスウェイ）

奨学金
GPA 4.0～4.39 $2,000 GPA 4.75～4.89 $6,000
GPA 4.4～4.75 $5,000 GPA 4.9～5.0  $8,000

全米公立大学ランキング89位

全米価値ある大学ランキング 79位
研究型大学でトップ5％にランクイン。卒業後は有名企業への就職多数

アイダホ州モスコーにあるアイダホ大学は、1889年に創立された州で最古の大学で、

2020年の全米公立大学ランキングで89位にランク付けされた州立総合大学です(US 

News)。モスコーは人口の4分の3がアイダホ大学の関係者という学園都市で、市では

音楽学科が主催するジャズフェスティバルが開催されます。ワシントン州との州境に位置

しており、10キロ隣にあるワシントン州立大学と様々 な交流を行っています。

全米トップクラスのコンピューター設備を持ち、150を超える多様な専攻を提供。研究活

動にも力を入れており、卒業生の多くが有名企業へ就職を果たし

ています。広大なキャンパスには郵便局やコンビニエンスストア

はもちろん、18ホールあるゴルフコースやドーム球場、牧場や植物

園が併設されており、授業でも利用されています。

パス

ウェイ

※入学基準（ 成績・英語力）は専攻により異なります。

California Lutheran University15

カリフォルニアルーセラン大学

運営 私立4年制大学

所在地 カリフォルニア州 サウザンドオークス

高校の成績
（５段階）

4.0以上

英語力 TOEFL･ 79/ I ELTS6.5/ ELS 112/ Duol ingo 105

学生数(留学生) 4,300名（ % 不明）

人気の専攻 ビジネス、生化学、スポーツ医学、心理学、コミュニケーション

学費＆寮費めやす
(年間)

＄61,000 ☞奨学金適用後($20,000の場合） : ＄41,000

英語コースから開始可能

西部大学ランキング 9位

価値ある大学ランキング 13位

学部教育ベストランキング 3位多様性を大切にするアットホームな大学
カリフォルニアルーセラン大学は「 人間性と思慮分別を有し、自己のアイデンティティーと

職務に自信を持ち社会への奉仕と正義に貢献できるグローバルリーダーを育てること」をモッ

トーとするリベラルアーツカレッジです。クラスの平均学生数は20 人で、どのクラスも助手

ではなく教授が教えており、創造力・ 主体性・ 問題解決能力を養うための授業を提供して

います。 国内43 の州と世界55ヶ国から学生が集まっているため、信仰や文化の多様性

を重んじており、 留学生も温かく迎え入れられています。周囲を山々 に囲まれ、安全な環

境で勉強に打ち込むことができる一方、人気のマリブビーチへも 30分弱でアクセスできま

す。ロサンゼルスまでは車で１時間弱のため、充実した休日を過ごすこともできます。サウ

ザンドオークスはFBI の「 都市の規模別安全度ランキング」でトップ 5に入っており、留学先と

して非常に安心できる環境です。また、年間の約80％は快晴で穏やかな気候が特色です。

奨学金
＄20,000（ GPA4.5以上）
（ $7,500～： GPA4.0以上から審査対象）

※入学基準（ 成績・英語力）は専攻により異なります。
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University of the Pacifi c18

パシフィック大学

運営 私立4年制大学

所在地 カリフォルニア州 ストックトン

高校の成績
（５段階）

3.5以上（ パスウェイ）、4.0以上（ 直接入学）

英語力
TOEFL･ 80/IELTS 6.5/英検1級/TOEIC 695（ 直接入学）
TOEFL･ 68/IELTS 5.5/英検準1級/TOEIC 650（ 2学期パスウェイ）

学生数(留学生) 6,500名（ 2％）

人気の専攻 エンジニアリング、ビジネス、コンピューターサイエンス、メディア

学費＆寮費めやす
(年間)

$68,000 ☞奨学金適用後(最大の場合） : $38,000
下記の基準を満たしていない場合は、大学英語準備コースあり
TOEFL･ 60/IELTS 5.0/英検2級A/TOEIC 600（ 3学期パスウェイ）$67,083～$78,307
TOEFL･ 68/IELTS 5.5/英検準1級/TOEIC 650（ 2学期パスウェイ）$63,521～$71,762
※費用は滞在先により異なる

奨学金 最大 $30,000（ 最長4年間 インタビューで決定）

カリフォルニア州で最初に設立された伝統校

2019年の全米大学ランキングで109位に入った有名私立大学で、「 一般教養と専門教

育を統合した優れた学生中心の学習機会を提供し、個人がその職業生活と地域社会

活動において絶えず成果を上げ、責任あるリーダーシップを発揮できるよう育成する」

というミッションのもと、質の高い教育を提供しています。

学部生は3,700人で学生と教授の比率は13： 1と少人数教育が特徴で、80以上の専攻が

ありますが、特にビジネス、マーケティング、コミュニケーション、エンジニアリングが人気

の専攻です。1年生と2年生は、キャンパス内の寮に住むことを義務付けられているため、

友人が作りやすい環境です。サンフランシスコから1時間半の場所

に位置するストックトンにメインキャンパスがあります。キャンパスは

東海岸の名門校に引けをとらず整然として美しく、1時間半でサン

フランシスコ、2時間でヨセミテ国立公園などに行くことができます。

全米大学ランキング 109位

全米価値ある大学ランキング 52位

パス

ウェイ

※入学基準（ 成績・英語力）は専攻により異なります。

University of La Verne17

ラバーン大学

運営 私立4年制大学

所在地 カリフォルニア州 ラバーン

高校の成績
（５段階）

直接入学： 4.0以上、パスウェイ： 3.5以上

英語力
TOEFL･ 80/IELTS 6.5（ 直接入学）
TOEFL･ 61/IELTS 5.5/ELS 109（ 2学期パスウェイ）

学生数(留学生) 8,600名(8％）

人気の専攻 ビジネス、会計、コンピューターサイエンス、コミュニケーション、芸術

学費＆寮費めやす
(年間)

$60,000 ☞奨学金適用後 : ＄37,000（ 学費の50％奨学金適用後）
英語コースから開始可能
TOEFL･ 61/IELTS 5.5/ELS 109 （ 2学期パスウェイ）
TOEFL･ 68/IELTS 6.0/ELS 111 （ 1学期パスウェイ）

奨学金 合格者全員に奨学金 学費の50％（ 4年間）

全米大学ランキング 132 位

全米価値ある大学ランキング 72 位
学生満足度が高いカリフォルニアの名門大学
カリフォルニア州南部のラバーンは安全で小さな街で、大学は活気のある家族的な

コミュニティーが根付いており、伝統と未来のビジョンを大切にしています。学生一人

ひとりに行き届く少人数制の教育を重視し、「 人間関係を大切にする」という価値観

に基づいた質の高い教育を提供しています。学生と教師の割合は13:1ときめ細かい

指導が魅力的で、学生の満足度は86% と高水準を誇っています。

地下鉄やバスなどの公共交通機関も発達しているので、市内外へも比較的容易に

移動することができます。またキャンパスの周辺には博物館、ショッピングセンター、

アミューズメントパークなども揃っており便利です。ロサンゼルス

市内やサーフィンの国際大会で有名なハンティントンビーチ、ディ

ズニーランド、ナッツベリーファームまでも車で1時間なので充実し

た休日を過ごすことができます。

パス

ウェイ

※入学基準（ 成績・英語力）は専攻により異なります。
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University of M anitoba20

マニトバ大学

運営 州立総合大学

所在地 マニトバ州 ウィニペグ

高校の成績
（５段階）

主要教科3.5以上
理数科目を必ず含めること

英語力
TOEFL･ 86/IELTS 6.5（ 直接入学）
TOEFL･ 70/IELTS 5.5（ パスウェイ）

学生数(留学生) 29,498名（ 18％）

人気の専攻
経済学、教育学、運動生理学、環境デザイン学、
国際関係学、社会学、心理学

学費＆寮費めやす
(年間)

C$32,000

TOEFL･ 60/IELTS 5.0 /英検2級A 英語コースから開始可能
TOEFL･ 70/IELTS 5.5（ 各セッション5.0以上） 3学期パスウェイ
※（ 入学できる学部は限定）

カナダ大学ランキング 10位

世界大学ランキング 301位リーズナブルな費用で留学できるカナダ名門大学

創立から130年を超えるカナダの伝統校。あらゆる分野で国際的研究が行われています。

キャンパスの建物はすべて地下道で結ばれているため、冬の厳しい寒さも心配無用です。

ウィニペグはマニトバ州の州都で人口約75万の中規模都市で、日本人がほとんどおらず

自然があふれ、親切でフレンドリーな優しい人が多く、安心して留学

することができます。街の中心地は約１マイル四方の大きさで、大通り

を挟んでショッピングセンターやスポーツ施設、デパート、レストラン、

銀行などが立ち並びます。街から車で少し行くと360度どこまでも続く

地平線が広がり、また冬場の郊外ではオーロラが見えることもあります。

パス

ウェイ

奨学金奨学金 学業成績に基づいて大学が審査

※学費・ 入学基準は専攻により変わります。

Simon Fraser University19

サイモンフレーザー大学

運営 州立総合大学

所在地 ブリティッシュコロンビア州 バンクーバー

高校の成績
（５段階）

主要教科4.0以上（ 学部によって必修科目や条件が異なる）
理数科目を必ず含めること

英語力
TOEFL･ 88/IELTS 6.5（ 直接入学）
TOEFL･ 69/IELTS 5.5（ パスウェイ）

学生数(留学生) 30,200名（ 24％）

人気の専攻
国際ビジネス、コンピューターサイエンス、経済、Ｉ Ｔ、
環境科学、会計、マーケティング

学費＆寮費めやす
(年間)

C$46,000

TOEFL･ 59/IELTS 5.5 英語コースから開始可能
TOEFL･ 69/IELTS 5.5（ 各セッション5.0以上） 3学期パスウェイ

※（ 入学できる学部は限定）

Comprehensive大学ランキングでカナダ 1位

コンピューターサイエンス学部ランキング 50位

創立50年未満の大学ランキング 27位

世界大学ランキング 251位

革新的な教育システムで飛躍的に成長。

コンピューターサイエンスは世界トップレベル
1965年創立と比較的新しい大学ですが、飛躍的に成長し、世界大学ランキングで

創立50年未満のYoung Universityランキングで27位、コンピューターサイエンスは

世界でもトップ50位に入る有名学部となりました。 ʼMaclean s誌によるComprehensive 

Universityランキングでは堂々 のカナダ1位です。キャンパスは著名

な建築家がデザインしており、充実した設備の中には考古学・民

族学博物館まであります。直接入学に必要な英語力がない場合は、

パスウェイのシステムで、最初の1年目はアカデミック英語と一般科

目を勉強し、修了すると大学2年次に進級することができます。

パス

ウェイ

※学費・ 入学基準は専攻により変わります。

奨学金奨学金 学業成績に基づいて大学が審査
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City, University of L ondon22

ロンドン大学シティ校

運営 公立総合大学

所在地 ロンドン

高校の成績
（５段階）

4.0以上

英語力 IELTS 5.0（ ファウンデーション）

学生数(留学生) 18,997名（ 40％）

人気の専攻
ビジネス会計、国際ファイナンス、コンピューター、
科学、工学、人文社会科学

学費＆寮費めやす
(年間)

£26,000～£32,000

ファウンデーション
2学期（ 6-9ヶ月） IELTS 5.5（ 各セッション4.5以上）
3学期（ 10-11ヶ月） IELTS 5.0（ 各セッション4.0以上）

学生満足度イギリス大学ランキング 10位
世界大学ランキング 351-400位
グローバルMBAランキングイギリス 5位
ジャーナリズム分野イギリス大学ランキング 7位

世界一流レベルのビジネススクール。

卒業生の平均初任給はイギリス国内大学トップ１０
実践的な教育でイギリスの大学トップ 10 にランクインしている、 100 年以上の歴史

を誇る伝統大学で、卒業生にはイギリス元首相のマーガレット・サッチャーや、トニー・

ブレアがいます。世界一流レベルを誇るビジネススクールのほか、ジャーナリズム分

野でも評価が高く、国内7位にランクインしています。

ロンドンの中心街にあるキャンパスは、 世界のトップ企業がオフィスを構える目と鼻の

先にあり、インターンシップはもちろん、 卒業後の就職でも他大学と比

べ高い成果を出しています。また、 卒業生の平均初任給が、イギリス

国内の大学トップ 10にランクインしているのも魅力の一つです。ヨーロッ

パ内外から集まった留学生が40％以上と 非常に国際的な環境なので、

多様な価値観に触れながら学ぶことができます。

パス

ウェイ

※学費・ 入学基準は専攻により変わります。

University of York21

ヨーク大学

運営 公立総合大学

所在地 ヨークシャー州 ヨーク市

高校の成績
（５段階）

4.0以上

英語力
IELTS 5.5（ ファウンデーション 2学期）
IELTS 5.0（ ファウンデーション 3学期）

学生数(留学生) 16,800名 (20％）

人気の専攻
ビジネス会計、国際ファイナンス、コンピューターサイエンス、
工学、人文社会科学

学費＆寮費めやす
(年間)

£24,000～£31,000

ファウンデーション
2学期（ 6-9ヶ月） IELTS 5.5（ 各セッション4.5以上）
3学期（ 10-11ヶ月） IELTS 5.0（ 各セッション4.0以上）

イギリス大学ランキングで 12位
教育水準審査 イギリス最高位（ 11学部）
Sunday Times Newspaperランキングトップ10
イギリス政府の調査(RAE2008)で最高位の 4位
Times Higher Educationランキングで世界 8位

研究力が世界的に認められているイギリス屈指の名門校
ロンドンから2時間ほど離れた美しい街ヨークに位置する同大学は、イギリス最高峰

の大学群と認識されているラッセルグループのメンバー校で、その研究力は世界的

に認められています。イギリス政府が大学の総合研究力を調査するRAEで、英文学

が国内1位、社会学が国内5位、教育学が国内7位と高い評価を得ています。

また、一方的な聴講型の講義スタイルではなく、ディスカッションを通じて学ぶ授業

スタイルが高く評価され、11学部で教育水準審査の最高位を取得して

います。その他、イギリス国内で最高の教育機関に与えられるQueens 

Aniversary Prizeを受賞しました。ボランティアやインターンシップも

充実しているので、学生の就職率も高く、女性の理系分野での就職を

サポートする機関「 Athena SWAN Charter」からも表彰されています。

奨学金奨学金 学業成績に基づき大学が審査

パス

ウェイ

※学費・ 入学基準は専攻により変わります。
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Griffi th University24

グリフィス大学

運営 州立総合大学

所在地 クィーンズランド州 ブリスベン・ ゴールドコースト

高校の成績
（５段階）

4.0以上

英語力 TOEFL･ 46/I ELTS 5.5(ファウンデーション）

学生数(留学生) 43,000名（ 25% ）

人気の専攻
国際ビジネス、ツーリズム、ホテル、会計、マーケティング、
イベントマネージメント、芸術、音楽

学費＆寮費めやす
(年間)

A$48,000

・ ディプロマコース：
IELTS 5.5/TOEFL･ 46（ ディプロマコースを修了すると 2 年次に進学）

・ ファウンデーション：
IELTS 5.5/TOEFL･ 46
（ 各セッション 5.0 以上）

世界大学ランキング上位3％
ホスピタリティマネージメント世界ランキング 9位
ホスピタリティマネージメント 国内 1位
就職に強い大学 5つ星

最先端の教育プログラムを開発。

ホスピタリティ分野で国内1位、世界9位にランクイン
ブリスベンとゴールドコーストの5箇所にキャンパスを構える同大学は、将来のニーズ

を分析し、国際的に重要な位置を占めるであろう分野を重点的に開発することで、世

界大学ランキングで上位3％にランクインしています。インターンシップや、就職を希望

する業界に応じてOBやOGを紹介する業界メンタリングなどの最先端のプログラムを

開発し、ホスピタリティマネージメント分野のランキングでは世界で9位、オーストラリア

で1位の評価を得ています。人気の専攻はホテル経営学や観光学で、

実際の現場経験を積みながら理論も学び単位を取得していく  “Work-
”integrated learning という方式を採用しています。留学生に対しても約

500種類の奨学金を提供しており、サポートも手厚いです。

パス

ウェイ

奨学金奨学金 学業成績に基づいて大学が審査

※学費・ 入学基準は専攻により変わります。

University of Bristol23

ブリストル大学ファウンデーション

運営 KINGS Education 

所在地 オックスフォード、ロンドン、ブライトン、ボーンマス

高校の成績
（５段階）

およそ3.0以上

英語力 IELTS5.5（ 3学期ファウンデーション）

学生数(留学生) 2,300名（ 10％）

人気の専攻 アート、デザイン、ビジネス、経済、政治学、心理学、その他

学費＆寮費めやす
(年間)

£30,000（ オックスフォード ホームステイ ハーフボード ）

英語コースから開始可能

世界大学ランキング 50位

世界大学学術ランキング イギリス8位
ノーベル賞受賞者も多数。英国有数の名門校へ
「 ブリストル大学パスウェイプログラム」は、キングスカレッジと長年のパートナー大学で

あるブリストル大学の合同プログラムで、キングスカレッジの「 アドバンスドレベルファウ

ンデーション」に申し込み、受け入れが決まると、ブリストル大学からの条件付き入学許

可証が一緒に発行されます。そしてイギリス4都市にあるキングス校で行われるファウンデー

ションコースで学び、所定の成績を修めることでブリストル大学への進学が保証されます。

またUCASという大学出願システムを通して他の大学への出願も行うことができますので、

全英トップランキング30位以上の有名大学に進学することも十分可能です。

ブリストル大学は、世界大学ランキングでもトップ50位にランクインしており

学術的な評価がとても高く、卒業後の就職率が非常に高いのも特徴のひと

つ。卒業生や教職員から12名のノーベル受賞者を輩出しており、国際的に

も大きな影響力を持つ大学の1つとして世界でも認められています。

奨学金奨学金 £500～£2,000（ 奨学金学内審査で決定）

※学費・ 入学基準は専攻により変わります。
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University of Wollongong26

ウーロンゴン大学

運営 州立総合大学

所在地 ニューサウスウェールズ州 ウーロンゴン

高校の成績
（５段階）

4.0以上

英語力 TOEFL･ 70/IELTS 5.5(ファウンデーション）

学生数(留学生) 34,144名（ 35％）

人気の専攻
国際ビジネス、コンピューターサイエンス、経済、Ｉ Ｔ、
環境科学、会計、マーケティング

学費＆寮費めやす
(年間)

A$39,000～A$50,000

・ ディプロマコース： ビジネス、 IT, エンジニアリング限定
IELTS 6.0/TOEFL･ 79 2 学期、　 IELTS 5.5/TOEFL･ 70 3 学期
　（ ディプロマコースを修了すると 2 年次に進学）
・ ファウンデーション：
IELTS 5.5/TOEFL･ 70 2 学期
IELTS 5.0/TOEFL･ 61 3 学期

世界大学ランキング 218位
最先端を行く 大学 26位
エンジニアリング分野で世界トップ50
創立50年以内の世界大学ランキング 16位

国際的にも評価される、最先端を行く大学。

卒業生の質ランキングでも世界トップクラス
創立は1951年と比較的新しい大学で、世界ランキングでトップ2%に位置し、世界レベ

ルのすぐれた教育機関として国際的な評価を築き上げている、最先端を行く大学の

ひとつです。シドニーの南、1時間半のウーロンゴンにキャンパスがありますが、美しい

海岸線に囲まれ、ビーチの反対側にはキイラ山がそびえ立つ、自然あふれる環境で勉学

に打ち込めます。国内の他大学と比べて高い卒業率を誇り、雇用主から

卒業生への評価もとても高いです。150カ国以上とのネットワークを持っ

ているため、学生の交換留学も盛んで、日本や中国、イギリス、スウェー

デンなどの企業の研究機関と合同で様々 な分野の研究を行っています。

パス

ウェイ

奨学金奨学金 学業成績に基づいて大学が審査

※学費・ 入学基準は専攻により変わります。

University of Sydney25

シドニー大学ファウンデーション

運営 Study Group Taylors College

所在地 ニューサウスウェールズ州 シドニー

高校の成績
（５段階）

Standard： 4.0以上、Extended： 3.0以上

英語力
TOEFL･ 62以上/ IELTS 5.5（ Standard）
TOEFL･ 56以上/ IELTS 5.0（ Extended）

学生数(留学生) 70,000名（ 34％）

人気の専攻 会計学、ビジネス、国際学、動物科学、コミュニケーション

学費＆寮費めやす
(年間)

ファウンデーション学費A＄36,400、
滞在費（ Standardの場合）： A＄16,000
合計： A＄52,400

英語コースから開始可能

オーストラリア最古の名門大学
シドニー大学は創立1850年、オーストラリア最古の歴史ある名門大学です。卒業生の就職

率は抜群で、世界4位にランクイン。400以上の専攻のうち、世界ランキングが高い学部

には、スポーツ関係（ 4位）、動物科学（ 9位）、教育（ 12位）、法律（ 12位）、看護（ 15位）、建築

（ 15位）、医学（ 18位）などがあります。ノーベル賞受賞者、宇宙飛行士、

ピューリッツァー賞受賞者など各界で活躍する名士を輩出、7名の卒業

生が首相になっています。留学生はWaterlooにあるTaylors Collegeで

University of Sydney Foundation Programを履修後、基準は専攻により

異なりますが、所定の成績を修めることでシドニー大学に進学ができます。

世界大学ランキング 42 位

奨学金奨学金 合格者全員にA$2,500授与（ ファウンデーション期間）

※学費・ 入学基準は専攻により変わります。



お申し込み・お問い合わせ

UPAS日本事務局
近畿日本ツーリスト株式会社

東京私学教育旅行支店

（首都圏国際交流センター）

International Study Abroad Center

〒102-0074 東京都千代田区九段南2-3-14靖国九段南ビル7階

TEL：03-6685-9579 FAX：03-6685-9566

* isac@or.knt.co.jp


