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Be yourself.
Find what excites you.

主な提携大学の所在地

　　　国　名：United Kingdom
　　　首　都：London 
　　　公用語：英語 
　　　通　貨 ： GBP（グレートブリテンポンド）　
　　　日本との時差：- 9 時間
　　　留学総費用目安：350 万円～
　　　（学部課程 / 年間）

特　徴：歴史と伝統を重んじる傍ら、現
代文化や流行を発信し続けるイギリス。
専攻の幅も広く、他国では学べない分野
の学問に出会えるチャンスあり。　
　　アメリカ英語との違いにも
　　　　触れられる。 

　　　国　名：Switzerland
　　　首　都：Bern 
　　　公用語：フランス語 / イタリア語 /　
　　　　　　   　ドイツ語 / ロマンシュ語
　　　通　貨 ： CHF（スイスフラン）　
　　　日本との時差：- 8 時間
             留学総費用目安：350 万円～
　　　（学部課程 / 年間）
特　徴：ヨーロッパの中心に位置し、世界
初の永世中立国であり、アルプス山脈など
を代表とする山々に囲まれたスイス。サー
ビス産業が盛んで、4 か国語を公用語に
            持つ珍しい国。物価は高いが
                 就学中のアルバイトが可。

　　　国　名：Malaysia
　　　首　都：Kuala Lumpur 
　　　公用語：マレー語・英語 
　　　通　貨：RM（マレーシアリンギット）　
　　　日本との時差：- 1 時間
　　　留学総費用目安：150 万円～
　　　（学部課程 / 年間）

特　徴：東南アジアのほぼ中心に位置す
る経済発展の目覚ましいマレーシア。マ
レー人、インド人、中華人が共存する多 
　国籍国家。英語が通じる環境で
　かつ、留学費用も安いことから
　　　　　人気上昇中。

　　　国　名：Australia 
　　　首　都：Canberra 
　　　公用語：英語 
　　　通　貨 ： AUD（オーストラリアドル）
　　　日本との時差：＋ 2 時間
　　　留学総費用目安：350 万円～
　　　（学部課程 / 年間）

特　徴：言わずと知れた、留学先として
の人気の高いオーストラリア。学士課程
の修了が 3 年で済むことに加え、ワーホ
リ制度などを利用して現地就職を GET
　　しやすい環境。就学中の
　　　　　アルバイトも可。

　　　国　名：Malta 
　　　首　都：Valletta 
　　　公用語：マルタ語 / 英語 
　　　通　貨：EUR（ユーロ）
　　　日本との時差：- 8 時間
　　　留学総費用目安：300 万円～
　　　（学部課程 / 年間）

特　徴：地中海に浮かぶ小さな島国マル
タ。ヨーロッパ人のリゾート地として有
名で、欧米の方との深い交流が可能。他 
　国に比べ、留学費用（授業料・
　　　生活費）が安く抑えられる
　　　　　　のも魅力。

　　　国　名：The Netherlands
　　　首　都：Amsterdam 
　　　公用語：オランダ語 
　　　通　貨：EUR（ユーロ）
　　　日本との時差：- 8 時間
　　　留学総費用目安：300 万円～
　　　（学部課程 / 年間）

特　徴：風車やチューリップのイメージ
が強い穏やかな国、オランダ。英語普及
率が高く、留学先としては環境が整って
　いる。日本人留学生も多くなく、
　　　留学ならではの体験が
　　　　　　見込める。
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　　　国　名：China 
　　　首　都：Beijin 
　　　公用語：中国語 
　　　通　貨：CNY/RMB （人民元）
　　　日本との時差：- 1 時間
　　　留学総費用目安：150 万円～
　　　（学部課程 / 年間）

特　徴：急速な経済発展が目覚ましい中
国。日本に近いため、気候や環境が似て
おり留学生活を送るには過ごしやすい環
      境。英語に次いで世界で使用されて
　　いる中国語を学べるメリット有。

　　　国　名：Thailand 
　　　首　都：Bangkok 
　　　公用語：タイ語 
　　　通　貨：THB（タイバーツ）
　　　日本との時差：- 2 時間
　　　留学総費用目安：150 万円～
　　　（学部課程 / 年間）

特　徴：親日国であり、「微笑みの国」
として知られるタイ。気候や物価の安さ
から日本人の移住者も増え人気が高まり
　をみせる。日本人に合う食事も
　　　GOOD。隣国への旅行の
　　　　　しやすさもある。　　　国　名：New Zealand 

　　　首　都：Wellington 
　　　公用語：英語 
　　　通　貨 ： NZD（ニュージーランドドル）
　　　日本との時差：＋ 4 時間
　　　留学総費用目安：350 万円～
　　　（学部課程 / 年間）

特　徴：穏やかな気候と美しい自然に囲
まれ、のんびり生活できることで人気の
ニュージーランド。学費と滞在費が比較 
　的安め。素敵な景観と落ち着いた
　　環境で、暮らしやすいのが特徴。

　　　国　名：The United States
　　　　　　　of America 
　　　首　都：Washington D.C 
　　　公用語：英語 
　　　通　貨：USD（アメリカドル）
　　　日本との時差：- 14 時間
　　　留学総費用目安：250 万円～
　　　（学部課程 / 年間）
特　徴：世界トップクラスの教育やエン
ターテイメントがある留学先として不動
の NO.1 アメリカ。様々なバックグラウ
　ンドを持った人々との英語での交流
　　が可能。英語の勉強もよし、
　　　　　学位取得もよし。 

　　　　国　名：Canada 
　　　　首　都：Ottawa 
　　　　公用語：英語／フランス語 
　　　　通　貨：CAD（カナダドル）
　　　　日本との時差：- 14 時間
　　　　留学総費用目安：300 万円～
　　　　（学部課程 / 年間）

特　徴：移民の受け入れに積極的かつ生活の
しやすい国カナダ。Co-op プログラムや、ワー
キングホリデー制度等、留学の後に現地
　　での就職が比較的容易。
　　　就学中のアルバイトも可能で
　　　　　留学先として人気。

カナダ
Canada

アメリカ
The United States of America	

ニュージーランド
New Zealand	
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あなたはどの「留学タイプ」？
あ
な
た
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学びたいことが明確に決まっており、学士や、修士などの学位ではなく、
より専門的な知識と経験を習得したい方にお勧めのタイプ。特にカナダで
は、専門学校での Co-op プログラムが人気で、一定期間の座学に加えて、
勉強した関連業界、関連業種での有給インターンシップが行える。留学費
用を抑えたい方、座学に加えて、より実践的に英語を使い、学んだことを
活かしていきたい方にお勧め。

2 年制大学での留学。Associate Degree（準学士）と呼ばれる学位を取得
することができる。4 年制大学よりも比較的安く、入学難易度も低いた
め、4 年制大学への編入を見据え、最初のステップとして考える方も多い。
Community College の特性、環境をしっかり理解したうえで、入学を検
討する必要がある。社会人の方でも学士や修士などを目指す目的でない方
も一つの選択肢になる。

期間：２年～３年程度
目的：準学士の取得もしくは
　　　4 年制大学への編入

4 年制大学をすでに卒業している方が対象。日本での大学院過程は Post 
Graduate とよばれ、修士（Master）博士（Doctor）それぞれの学位を取
得することができる。入学には大学での成績や、学士課程よりも高い英語
力水準を求められることが多く、前もっての準備が必要不可欠となる。以
前に比べ、海外の大学院への進学者も増え、一度社会人を経験した方も更
なる専門的な勉強をするべく、目指す方が多くなってきている。

海外の 4 年制大学への進学を検討している方。高校卒業後の進路や、現在
の大学を中退する方、卒業後第 2 学士をとる目的の方等海外の大学で学位
取得を目的とされる方の留学タイプ。学士課程のことを Undergraduate
と呼び、日本よりも幅広い学問分野を選択することが可能。近年では、高
校卒業後、直接海外の大学への進学を目指す方も増えてきており、その進
学先は、全世界に及ぶ。

期間：3 ～ 5 年程度
目的：学士号取得

現在日本の大学に在籍している方が対象で、大学の認定留学制度を利用し
て半年～ 1 年の留学を検討している方向けの留学タイプ。大学によっては、
休学中に留学で取得した単位を卒業単位として認定する大学もあり、総期
間が 4 年間で卒業できることも少なくない。ただ、海外の大学によっては、
認定留学を受け入れていない大学もあるため、注意が必要。

（学部聴講）

社会人の方の留学は短期であれば、語学留学やインターン、長期であれば、
Extension や Co-op といったプログラムまで様々。英語やその他のスキル
アップを目標に語学学校や専門学校、大学や、コミカレなど対象の学校は
多岐にわたることが多く、留学可能な期間や予算に合わせて留学プランを
検討していく必要がある。

英語のみならず、フランス語や中国語などの習得を目指す方のための、語
学学校への留学。ワーキングホリデーを目指す方、大学進学に向けて英語
の習得を目標とされる方、短期留学で語学を身に着けたい方向け。希望に
合わせて、国の選択肢が多いのも特徴で、学校が提供する様々なコース選
択もできます。

TOEIC や TOEFL などの英語の資格試験、ビジネスやサービスなど多岐に
わたる分野の Certificate や Diploma 等、特定の資格取得を目指す方向け。
就職や転職の際のスキルアップとして検討される方が多いのが特徴。大学
3・4 年生で就職を控えた方、社会人の方で転職を控えた方などが、必要
なスキルの習得を目的としての留学。

大学進学 期間：1 年程度
目的：海外大学での経験認定留学

期間：1 年程度
目的：スキルアップなど社会人留学 期間：半年～ 1 年程度

目的：各種スコア・資格の取得資格取得

期間：1 カ月～ 1 年程度
目的：語学の習得語学留学 期間：1 年～ 2 年程度

目的：特定知識や経験の修得専門学校

コミカレ留学 期間：1 年～ 3 年程度
目的：修士、博士の取得大学院留学
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留学先（学校）を選ぶ POINT	!!
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学校の概要を知る
大まかな学校の特徴を記載しています。自身の興味関心に沿っ
た学校であるかどうかを確かめましょう。学校によっては、
力を入れている学問分野があったり、他の学校にはない特徴
的な施設や環境があります。どんな学校なのかおおよそのヒ
ントにしてみましょう。

1
POINT

費用を確認する
この項目では、授業料、滞在費、生活費、諸費用を含めた合計費用を
示しています。1 つの 　 が～ 100 万円を示し      は～ 50 万円の単位を
意味します。        
        　の場合は、留学費用合計が～ 150 万円ということになります。
自身の留学の予算と照らし合わせて、検討材料にしてみましょう。

（すべての予算は 2021 年 12 月末時点での費用を参考にしています。）

2
POINT

基本情報

この項目には学校の基本情報を記載しています。何年に設立
された学校なのか、どこに位置しているのか。学生総数に対
して留学生数がどのくらい、留学生は何ヶ国から来ているの
かを知り、多国籍な学校環境なのかどうかを把握できます。

7
POINT

QR コード

学校紹介ページに掲載している情報には限りがあります。よ
り詳しい情報（学校の様子や、写真、動画、学部学科情報や
寮の情報など）はこちらの QR コードから読み取り、当協会
WEB サイトにて更なる情報収集をしましょう。

8
POINT

人気専攻を
確認する

各大学には人気の高い学部・学科
があり、その学問分野に秀でてい
ることがあります。自身の学びた
い、興味のある分野がこの項目に
あると、希望に合っている大学と
いうことになります。また、人気
があるということは、より専門的
で、より充実した授業を期待でき
るといえます。

5
POINT

目指す学位が
あるかどうか
を知る

留学の目的は皆さん様々ですね。
学士を修了したいのか、修士、も
しくは準学士を目指しているの
か、自身の目的に沿った学位が取
得できるかどうかも忘れずに確認
しておきましょう。

6
POINT

奨学金の
有無を知る

大学によっては、返済不要の奨学
金を支給する学校もあります。現
在持っている成績によって支給
額が決まるため、確実なものでは
ありません。詳しい金額などは当
協会にお問い合わせください。

3
POINT 本科入学の

条件を知る
各学校では、英語の授業をしっか
りと理解できるかどうかを判断
するため、各種英語能力試験のス
コアを入学条件の基準として設
けています。また学力水準を計る
ために成績基準もあるため、自身
の現在のスコアや成績と照らし
合わせてみましょう。（スコア等
は 2021 年 12 月末時点での情報
です。）

4
POINT

Auburn	University
(Shorelight)	

アラバマ州に位置する歴史のある総合
大学。南部に位置するため気候はとて
も穏やかで生活のしやすい環境。ビジ
ネス学部は非常に有名で、教授陣もわ
かりやすく面白い授業運営を心がけて
いる。日本人はほとんどおらず、英語
づけの環境、国際交流したい人には非
常にお勧め。

アメフト人気は絶大！
穏やかな気候で勉強に集中できる環境

設立年	 		1856 年	
住所	 		Auburn,	AL	
学生総数							30,500 人
留学生数	 		総数							2,000 人
																											国籍数				48 か国

取得可能学位

人気専攻 TOP5

入学要件

費用目安
合計 
奨学金 あり
　　　　　 $4000~$15000
　　　　　（成績に準じる）

1   Business   
2   Management  
3   Marketing  
4   Engineering  
5   Biological and 
     Biomedical Sciences 

ESL 準学士 学士 修士 修了証

● ● ●

英語 IELTS  6.5 DUOLINGO ー
TOEFL iBT 79 TOEIC ー
TOEFL ITP ー 英検 ー
ITEP 4.5 GTEC ー

GPA 4.0/5.0

1
2
3

4

5

67
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US　SUNY	Geneseo	…………………………
US　Webber	International	University		……
US　Queens	College	CUNY	(Navitas)				………
US　Portland	State	University			……………
US　Husson	University			……………………
UK　Newcastle	University			(INTO)			…………
UK　City,	University	of	London		(INTO)		……
AU　Curtin	University			(Navitas)		……………	
	I	E　National	College	of	Ireland				…………

US　Full	Sail	University		……………………
US　San	Francisco	State	University		………	
US　Webster	University					…………………
US　University	of	North	Texas		……………
UK　University	of	Stirling	(INTO)	……………
AU　Swinburne	University	of	Technology	…
AU　Deakin	University		(Navitas)		……………
MY　The	One	Academy		……………………

#77								American	University	(Shorelight)		……………　　　　　	
#79								SUNY	Binghamton	University				………………	
#97								Saint	Louis	University		(INTO)					………………		
#104					Auburn	University	(Shorelight)		………………	
#104					University	of	South	Carolina(Shorelight)	……
#104					University	of	South	Florida	(INTO)					…………
#104					University	of	Utah(Shorelight)			………………　
#117					Arizona	State	University		………………………　
#125					University	of	New	Hampshire	(Shorelight)		…	
#125					University	of	the	Pacific(Shorelight)		…………　

アメリカ大学			総合ランキング (TOP10)	

US　SUNY	Plattsburgh	 …………………………………　
US　University	of	Wisconsin	Superior				………………
US　Arkansas	State	University　………………………　
US　Missouri	State	University						………………………　　　　			
US　St.	Andrews	University						…………………………	 	 	 　	
MY				UCSI	University					……………………………………
CA　University	of	Manitoba	(Navitas)				………………	 	 　	
SG　SIM	Global	Education				……………………………
NL　University	of	Twente		(Navitas)			…………………	

Film	
専攻でお勧めの大学

Business
専攻でお勧めの大学

【Best	Value】海外留学推進協会お勧めの大学 

P26
P21
要問合せ

P10
要問合せ

P15
P25
P11
要問合せ
要問合せ

P22
P15
P21
P24
P18
P40
P40
P47
P53

P14
P13
要問合せ

P24
P40
P48
P48
P52

ラ
ン
キ
ン
グ
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MY				Taylor's	University			……………………
US　University	of	Wisconsin	Stout			………
CH　BHMS					…………………………………
AU　Griffith	University		(Navitas)		……………
US　Florida	International	University		(Shorelight)
US　Washington	State	University	(INTO)				…
US　Hawaii	Pacific	University				……………
NZ　	University	of	Canterbury		(Navitas)		……
CA　	Niagara	College				………………………

UK　University	of	East	Anglia		(INTO)	………
US　Drew	University	(INTO)						………………
US　SUNY	Oneonta	…………………………
UK　Aberystwyth	University	………………
US　SUNY	Oswego	 	…………………………
MY			University	of	Nottingham	Malaysia		…
US　Mercy	College			…………………………
US　Portland	State	University			……………
MY				Asia	Pacific	University					………………

US　San	Jose	State	University			……………
MY　Asia	Pacific	University					………………	
CA　Simon	Fraser	University		(Navitas)			……
US　University	of	Illinois	at	Chicago		(Shorelight)			
US　Arkansas	State	University		……………
UK　Queen's	University	Belfast	……………
NL　University	of	Twente		(Navitas)	…………
US　University	of	Wisconsin	Stout			………
US　	University	of	Utah			(Shorelight)	…………

US　Weber	State	University			………………
US　Oregon	State	University		(INTO)			………
UK　University	of	Stirling		(INTO)	……………
US　	Gannon	University		……………………
UK　University	of	Northampton		(Navitas)		…
US　Middle	Tennessee	State	University			…
US　University	of	South	Florida		(INTO)			……

Hospitality
専攻でお勧めの大学

International	Studies
専攻でお勧めの大学

Exercise	Science
専攻でお勧めの大学

Computer	Science
専攻でお勧めの大学 US

UK
CA
AU
NZ
MY
SG
CH
	I E
NL
MT

P13
P50
P44
P16
P11
P40
P53
P27
P25

P40
P20
P22
P40
P22
P52
P21
P24
P50

P25
P24
P40
P25
P41
P24
P15

P51
P27
P53
P47
P14
P26
P15
P49
P45

＝アメリカ
＝イギリス
＝カナダ
＝オーストラリア
＝ニュージーランド
＝マレーシア
＝シンガポール
＝スイス
＝アイルランド
＝オランダ
＝マルタ

P23
P27
P11
P19
P23
P51
P44
P52
P53
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INDEX

Auburn University
オーバーン大学 Alabama US 10
University of North Alabama
ノースアラバマ大学 Alabama US 10
Arizona State University
アリゾナ州立大学 Arizona US 11
Arkansas State University
アーカンソー州立大学 Arkansas US 11
California State University Channel Islands
カリフォルニア州立大学チャネルアイランド校 California US 11
California State University Dominguez Hills
カリフォルニア州立大学ドミンゲスヒルズ校 California US 11
California State University Fullerton
カリフォルニア州立大学フラトン校 California US 12
California State University Long Beach
カリフォルニア州立大学ロングビーチ校 California US 12
California State University Northridge
カリフォルニア州立大学ノースリッジ校 California US 12
California State University Sacramento
カリフォルニア州立大学サクラメント校 California US 12
California State University Montrey Bay
カリフォルニア州立大学モントレーベイ校 California US 13
San Diego State University
サンディエゴ州立大学 California US 13
San Francisco State University
サンフランシスコ州立大学 California US 13
San Jose State University
サンノゼ州立大学 California US 13
Sonoma State University
ソノマ州立大学 California US 14
Colorado State University
コロラド州立大学 Colorado US 14
Florida International University 
フロリダ国際大学 Florida US 14
Full Sail University
フルセイル大学 Florida US 14
University of Central Florida 
セントラルフロリダ大学 Florida US 15
University of South Florida 
南フロリダ大学 Florida US 15
Webber International University
ウェバー国際大学 Florida US 15
Hawaii Pacific University
ハワイパシフィック大学 Hawaii US 15
University of Idaho
アイダホ大学 Idaho US 16
DePaul University
デポール大学 Illinois US 16
Illinois State University
イリノイ州立大学 Illinois US 16
University of Illinois at Chicago 
イリノイ大学シカゴ校 Illinois US 16
North Central College
ノースセントラル大学 Illinois US 17
University of Kansas 
カンザス大学 Kansas US 17
Wichita State University
ウィチタ州立大学 Kansas US 17
Campbellsville University
キャンベルズビル大学 Kentucky US 17
Northern Kentucky University
ノーザンケンタッキー大学 Kentucky US 18
Husson University
ハッソン大学 Maine US 18
Salisbury University
ソールズベリー大学 Maryland US 18
University of Massachusetts Boston
マサチューセッツ大学ボストン校 Massachusetts US 18
Aquinas College 
アキナス大学 Michigan US 19
University of Southern Mississippi
サザンミシシッピ大学 Mississippi US 19
Webster University
ウェブスター大学 Missouri US 19
Missouri State University
ミズーリ州立大学 Missouri US 19
Kentucky Wesleyan College
ケンタッキーウェズレヤンカレッジ Kentucky US 20
Southeast Missouri State University
サウスイーストミズーリ州立大学 Missouri US 20
University of Nevada Reno
ネバダ大学リノ校 Nevada US 20
Drew University 
ドゥリュー大学 New Jersey US 20
Queens College  CUNY
クィーンズ大学（ニューヨーク市立大学） New York US 21
SUNY Binghamton
ニューヨーク州立大学ビンガムトン校 New York US 21
Mercy College
マーシー大学 New York US 21

INDEX
SUNY Fredonia
ニューヨーク州立大学フレドニア校 New York US 21
SUNY Geneseo
ニューヨーク州立大学ジェネセオ校 New York US 22
SUNY New Paltz
ニューヨーク州立大学ニューパルツ校 New York US 22
SUNY Oneonta
ニューヨーク州立大学オネオンタ校 New York US 22
SUNY Oswego
ニューヨーク州立大学オスウィゴ校 New York US 22
SUNY Plattsburgh
ニューヨーク州立大学プラッツバ－グ校 New York US 23
SUNY Albany 
ニューヨーク州立大学オルバニー校 New York US 23
St. Andrews University
セントアンドリュース大学 North Carolina US 23
Ohio Northern University
オハイオノーザン大学 Ohio US 23
Oregon State University
オレゴン州立大学 Oregon US 24
Portland State University
ポートランド州立大学 Oregon US 24
Middle Tennessee State University
ミドルテネシー州立大学 Tennessee US 24
University of North Texas
ノーステキサス大学 Texas US 24
Dixie State University
ディクシー州立大学 Utah US 25
University of Utah 
ユタ大学 Utah US 25
Weber State University
ウィーバー州立大学 Utah US 25
Gannon University
ギャノン大学 Pennsylvania US 25
George Mason University 
ジョージメイソン大学 Virginia US 26
American University
アメリカン大学 Washington,D.C.  US 26
Gonzaga University
ゴンザガ大学 Washington US 26
Washington State University 
ワシントン州立大学 Washington US 26
Marshall University
マーシャル大学 West Virginia US 27
University of Wisconsin Superior
ウィスコンシン大学スペリオル校 Wisconsin US 27
University of Wisconsin Stout
ウィスコンシン大学スタウト校 Wisconsin US 27
College of the Desert
カレッジオブザデザート California US 28
Diablo Valley College
ディアブロバレーカレッジ California US 28
El Camino College 
エルカミノカレッジ California US 28
Foothill - De Anza College
フットヒル・デアンザカレッジ California US 28
Glendale Community College
グレンデールコミュニティカレッジ California US 29
Grossmont College
グロスモントカレッジ California US 29
Lake Tahoe Community College
レイクタホコミュニティカレッジ California US 29
Merced College
マーセッドカレッジ California US 29
Mission College
ミッションカレッジ California US 30
Orange Coast College
オレンジコーストカレッジ California US 30
Palomar College
パロマーカレッジ California US 30
Santa Barbara City College
サンタバーバラシティカレッジ California US 30
Santa Monica College
サンタモニカカレッジ California US 31
Santa Rosa Junior College
サンタローザジュニアカレッジ California US 31
Skyline College
スカイラインカレッジ California US 31
West Hills College
ウエストヒルズカレッジ California US 31
College of Central Florida
カレッジオブセントラルフロリダ Florida US 32
Hillsborough Community College
ヒルズボロコミュニティカレッジ Florida US 32
Kapi'olani Community College
カピオラニコミュニティカレッジ Hawaii US 32
Leeward Community College
リーワードコミュニティカレッジ Hawaii US 32
Moraine Valley Community College
モレインバレーコミュニティカレッジ Illinois US 33

ア
メ
リ
カ

ア
メ
リ
カ

学校名 所在州 国 ぺージ 学校名 所在州 国 ぺージ

INDEX

Truckee Meadows Community College
トラッキー・メドウズ・コミュニティカレッジ Nevada US 33
SUNY Fulton-Montgomery Community College
ニューヨーク州立フルトンモンゴメリーコミュニティカレッジ New York US 33
SUNY Mohawk Valley Community College
ニューヨーク州立モホークバレーコミュニティカレッジ New York US 33
Portland Community College
ポートランドコミュニティカレッジ Oregon US 34
Snow College
スノーカレッジ Utah US 34
Bellevue College
ベルビューカレッジ Washington US 34
Cascadia College
カスケディアカレッジ Washington US 34
Edmonds College
エドモンズカレッジ Washington US 35
Green River College
グリーンリバーカレッジ Washington US 35
Highline College
ハイラインカレッジ Washington US 35
North Seattle College
ノースシアトルカレッジ Washington US 35
Olympic College
オリンピックカレッジ Washington US 36
Peninsula College
ペニンシュラカレッジ Washington US 36
Pierce College
ピアスカレッジ Washington US 36
Seattle Central College
シアトルセントラルカレッジ Washington US 36
Shoreline Community College
ショアラインコミュニティカレッジ Washington US 37
Skagit Valley College
スカジットバレーカレッジ Washington US 37
South Puget Sound Community College
サウスピュージェットサウンドコミュニティカレッジ Washington US 37
University of Washington Extension
ワシントン州立大学エクステンション Washington US 38
University of California Berkeley Extension
カリフォルニア大学バークレー校エクステンション California US 38
University of California Irvine Extension
カリフォルニア大学アーバイン校 エクステンション California US 38
University of California Los Angeles Extension
カリフォルニア大学ロサンゼルス校エクステンション California US 38
University of California Santa Cruz Silicon Valley Extension
カリフォルニア大学サンタクルーズ校シリコンバレー エクステンション California US 39
University of California San Diego Extension
カリフォルニア大学サンディエゴ校 エクステンション California US 39
City, University of London
ロンドン市立大学 England UK 40
Edge Hill University
エッジヒル大学 England UK 40
Aberystwyth University
アベリストウィス大学 Wales UK 40
Newcatsle University
ニューキャッスル大学 England UK 40
Queen's University Belfast
クィーンズ大学  ベルファスト Northen Ireland UK 40
University of East Anglia
イーストアングリア大学 England UK 40
University of Exeter
エクセター大学 England UK 40
University of Manchester
マンチェスター大学 England UK 40
University of Stirling
スターリン大学 Scotland UK 40
Birmingham City University 
バーミンガムシティ大学 England UK 41
University of Northampton
ノーザンプトン大学 England UK 41
University of Sussex
サセックス大学 England UK 41
University of Plymouth
プリマス大学 England UK 41
Robert Gordon University
ロバートゴードン大学 England UK 41
University of Hertfordshire
ハートフォードシャー大学 England UK 41
University of Portsmouth
ポーツマス大学 England UK 41
Douglas College
ダグラスカレッジ British Columbia CA 42
Langara College
ランガラカレッジ British Columbia CA 42
University of the Fraser Valley
フレイザーバレー大学 British Columbia CA 43
Sprott-Shaw College
スプロットショーカレッジ British Columbia CA 43
Thompson Rivers University
トンプソンリバース大学 British Columbia CA 43

Cornerstone International Community College of Canada
コーナーストーン インターナショナル コミュニティカレッジ オブ カナダ British Columbia CA 43
Simon Fraser University
サイモンフレーザー大学 British Columbia CA 44
Blanche Macdonald Centre 
ブランチマクドナルドセンター British Columbia CA 44
University of Manitoba
マニトバ大学 Manitoba CA 44
Yukon University 
ユーコン大学 Yukon CA 44
Niagara College
ナイアガラカレッジ Ontario CA 45
Seneca College
セネカカレッジ Ontario CA 45
Bow Valley College
ボウバレーカレッジ Alberta CA 45
Ryerson University
ライアソン大学 Ontario CA 45
ELS Language Centers（語学学校）
イーエルエスランゲージセンターズ  - CA 46
ILAC（語学学校）
アイラック  - CA 46
ILSC（語学学校）
アイエルエスシー  - CA 46
Curtin University
カーティン大学 Perth AU 47
Edith Cowan University
エディスコーワン大学 Perth AU 47
Griffith University
グリフィス大学 Queensland AU 47
La Trobe University
ラ・トローブ大学 Victoria AU 47
University of South Australia
南オーストラリア大学 South Australia AU 48
Swinburne University of Technology
スインバン工科大学 Victoria AU 48
Deakin University
ディーキン大学 Victoria AU 48
Western Sydney University
ウエスタンシドニー大学 New South Wales AU 48
University of Otago
オタゴ大学 Otago NZ 49
Lincoln University
リンカーン大学 Canterbury NZ 49
Ara Institute of Canterbury
クライストチャーチ工科大学 Christchurch NZ 49
University of Canterbury
カンタベリー大学 Christchurch NZ 49
Asia Pacific University
アジアパシフィック大学 Selangor MY 50
INTI International University & Colleges
インティ大学 Negeri Seubilan MY 50
HELP University & College 
ヘルプ大学 Selangor MY 50
Sunway University
サンウェイ大学 Selangor MY 51
Monash University (Malaysia Campus)
モナッシュ大学（マレーシア校） Selangor MY 51
UCSI University
UCSI 大学 Selangor MY 51
Taylor's University
テイラーズ大学 Selangor MY 51
The One Academy of Communication Design 
ザ・ワン・アカデミー Selangor MY 52
SIM Global Education
エスアイエムグローバルエデュケーション  - SG 52
University of Nottingham Malaysia 
ノッティンガム大学マレーシア校 Selangor MY 52
American University of Malta
アメリカン大学マルタ校 Bormla MT 53
University of Malta
マルタ大学 Msida MT 53
University of Twente
トゥインティ大学 Enschede NL 53
Hague University of Applied Science
ハーグ大学 Den Hagg NL 53
Business and Hotel Management School (BHMS)
ビジネスアンドホテルマネジメントスクール Lucerne CH 53
National College of Ireland 
ナショナルカレッジオブアイルランド Dublin IE 53

ア
メ
リ
カ
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学校名 所在州 国 ぺージ 学校名 所在州 国 ぺージ

US
UK
CA
AU
NZ
MY

＝アメリカ
＝イギリス
＝カナダ
＝オーストラリア
＝ニュージーランド
＝マレーシア

SG
CH
	I E
NL
MT

＝シンガポール
＝スイス
＝アイルランド
＝オランダ
＝マルタ
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Auburn	University
(Shorelight)	

アラバマ州に位置する歴史のある総合
大学。南部に位置するため気候はとて
も穏やかで生活のしやすい環境。ビジ
ネス学部は非常に有名で、教授陣もわ
かりやすく面白い授業運営を心がけて
いる。日本人はほとんどおらず、英語
づけの環境、国際交流したい人には非
常にお勧め。

アメフト人気は絶大！
穏やかな気候で勉強に集中できる環境

設立年	 		1856 年	
住所	 		Auburn,	AL	 	
学生総数				30,500 人
留学生数	 		総数	 2,000 人
																						国籍数	 48 か国

University	of	
North	Alabama	

1830 年に設立された、歴史ある州立総
合大学。アラバマ州北西部における経
済、交通、教育、文化の中心地である
フローレンスにあり、治安の良さも全
米有数。大学の国際化の一環として留
学生向けの奨学金も拡充し、留学生数
が急増中の今話題の大学。全米で唯一、
大学マスコットとして本物の動物ライ
オンを飼っている。

留学生数が急増中の州立総合大学

取得可能学位

人気専攻 TOP5

入学要件

費用目安
合計 
奨学金 あり
　　　　　 $4000~$15000
　　　　　（成績に準じる） 

1   Business   
2   Management  
3   Marketing  
4   Engineering  
5   Biological and 
     Biomedical Sciences 

ESL 準学士 学士 修士 修了証

● ● ●

取得可能学位

人気専攻 TOP5

入学要件

費用目安
合計 
奨学金 あり
　　　　　＄8,000 ～＄15,000
　　　　　（成績等に準じる）

1   Business   
2   Professional Management  
3   Elementary Education  
4   Biology   
5   Accounting  
 

ESL 準学士 学士 修士 修了証

● ● ●

英語 IELTS  5.5 DUOLINGO 90
TOEFL iBT 61 TOEIC 600
TOEFL ITP ー 英検 ー
ITEP ー GTEC ー

GPA 2.0/4.0

英語 IELTS  6.0 DUOLINGO 90
TOEFL iBT 68 TOEIC 650
TOEFL ITP ー 英検 準 1 級
ITEP 3.5 GTEC ー

GPA 2.5/4.0

設立年	 		1830 年	
住所	 		Florence,	AL	 	
学生総数				7,600 人
留学生数	 		総数	 783 人
																						国籍数	 45 か国

United	States	of	America
ア
メ
リ
カ

Arizona	State	University

1885 年創立、アメリカのアリゾナ州
フェニックスにある全米で最大の州立
大学。それぞれ特色のある 5 つのキャ
ンパスを持ち、学ぶ学生数は約 10 万
人を超え、世界 130 か国以上から留学
生が集まる。世界大学ランキング Top 
100 の選出をはじめ、数々の大学ラン
キングで上位にランクイン。留学生に
選ばれる全米 NO. １の公立大学。

2015 年から 7年連続で
「全米で最も革新的な学校」として知られている

設立年	 		1885 年
住所	 		Tempe,	AZ		 	
学生総数				120,000 人
留学生数	 		総数	 9,000 人			
　　　　　国籍数	 136 か国

Arkansas	State	University	

メキシコにもキャンパスを持ち、日本
でも現地語学コースと同じカリキュラ
ムのオンラインコースを提供し世界中
に提携校を持つなど、国際化をはかる
郊外の州立大学。日本人のアンバサダー
が在籍するほか、車がない留学生のた
めのシャトルサービスがあるなど留学
生サポートがしっかりしており親日家
が多い。

California	State	University
Channel	Islands

アメリカ第二の都市ロサンゼルスとス
ペイン風の街並みを持つサンタバーバ
ラの中間に学校があり、周辺は海・川・
山などに囲まれた環境。”US News and 
World Report” のランキングで 22 位に
選ばれ、教育レベルが高い学校として
認められている。また、日本人スタッ
フもいるため、留学に不安を感じる学
生には安心。

大都会と大自然に囲まれた学校

California	State	University
Dominguez	Hills	

比較的小規模なドミンゲスヒルズ校は
ロスのダウンタウンから南に 20 キロの
ところにある。留学生の数は学生総人
数の 1 パーセント以下。大学敷地内に
は、アメリカのプロのサッカーチーム
ロサンゼルスギャラクシーの本拠地や、
オリンピックで使われる Velodrome( サ
イクリングトラック ) もある。20 分ほ
ど運転すれば太平洋なので海からの風
が心地よく、温暖で過ごしやすい生活
が送れる。 

	ロスにある日本人が少ない穴場の州立大学

取得可能学位

人気専攻 TOP5

入学要件

費用目安
合計 
奨学金 あり
　　　　　上限 10,000 USD まで  
 

1　Business   
2　Professional Flight   
3　Exercise science   
4　Sustainability
5　MBA   

ESL 準学士 学士 修士 修了証

● ● ●

取得可能学位

人気専攻 TOP5

入学要件

費用目安
合計
奨学金 あり
　　　　　＄3,000
　　　　   （成績に準じる）
　　　　   オンラインコース終了 

1　Business
2　Engineering
3　Computer Science 
4　Communication
5　Science & Math

ESL 準学士 学士 修士 修了証

● ● ● ● ●

取得可能学位

人気専攻 TOP5

入学要件

費用目安
合計 
奨学金 なし

1　Business & Marketing
2　Psychology  
3　Social Science
4　Liberal Arts  
5　Biology 

ESL 準学士 学士 修士 修了証

● ●

取得可能学位

人気専攻 TOP5

入学要件

費用目安
合計 
奨学金 なし

1　Business Administration  
2　Computer Science   
3　Public Administration  
4　Psychology
5　Health Science

ESL 準学士 学士 修士 修了証

● ● ●

（TOEFL ITP ／ 1 年留学のみ可）

英語 IELTS  6.0 DUOLINGO ー
TOEFL iBT 61 TOEIC ー
TOEFL ITP ー 英検 ー
ITEP ー GTEC ー

GPA 3.0/4.0

英語 IELTS  5.5 DUOLINGO 90
TOEFL iBT 61 TOEIC ー
TOEFL ITP 500 英検 準 1 級
ITEP 4 GTEC ー

GPA 2.3/4.0

英語 IELTS  6.0 DUOLINGO 95
TOEFL iBT 61 TOEIC ー
TOEFL ITP 500 英検 ー
ITEP ー GTEC ー

GPA 3.0/4.0

英語 IELTS  5.5 DUOLINGO ー
TOEFL iBT 61 TOEIC ー
TOEFL ITP ー 英検 ー
ITEP ー GTEC ー

GPA 3.0/4.0

設立年	 		1909 年
住所	 		Jonesboro,	AR			 	
学生総数				15,000 人
留学生数	 		総数	 602 人			
　　　　　国籍数	 60 か国

設立年	 		2002 年
住所	 		Camarillo,	CA	 	
学生総数				7,500 人
留学生数	 		総数	 200 人			
　　　　　国籍数	 30 か国

設立年	 		1960 年
住所	 		Carson,	CA	 	
学生総数				17,000 人
留学生数	 		総数	 156 人			
　　　　　国籍数	 42 か国

国際化に力を入れリーズナブルな料金で
質の良い教育を提供する州立大学

WA
ワシントン

OR
オレゴン

NV
ネバダ

ID
アイダホ

UT
ユタ

AZ
アリゾナ

CO
コロラド

NM
ニューメキシコ

MT
モンタナ

TX
テキサス

WY
ワイオミング

ND
ノースダコタ

SD
サウスダコタ

NE
ネブラスカ

KS
カンザス

OK
オクラホマ AR

アーカンソー

MO
ミズーリ

IA
アイオワ

IL
イリノイ IN

インディ
アナ

MN
ミネソタ

WI
ウィスコンシン

MI
ミシガン

PA
ペンシルベニア

VA
バージニア

NC
ノースカロライナ

SC
サウスカロライナ

GA
ジョージア

FL
フロリダ

AL
アラバマMS

ミシシッピ	
LA

ルイジアナ

OH
オハイオ

WV
ウェスト
バージニアKY

ケンタッキー
TN

テネシー

ME
メイン

MAマサチューセッツ

AK
アラスカ

HI
ハワイ

RI ロードアイランド
CTコネチカット

NJニュージャージー

DEデラウェア
MDメリーランド

NY
ニューヨーク

NH
ニューハンプシャー

VT
バーモント

CA
カリフォルニア

※ 2 Term Pathway
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California	State	University
Northridge

2022 年度、 Regional Universities West
でベストカレッジとしてランク 39 位
となった大学。LA のダウンタウンまで
は車で 40 分ほど離れているが、大学の
周辺環境が住宅地となるため落ち着い
た環境の中で勉強に集中することがで
きる。教授のサポートが充実しており、
卒業生ではグラミー賞を受賞者、政治
家、宇宙飛行士など様々な業界で働い
ている。

LA 郊外の落ち着いた環境で
勉強できる大規模州立大学

設立年	 		1858 年	
住所	 		Northridge,	CA		 	
学生総数				38,000 人
留学生数	 		総数	 3,000 人
																						国籍数	 90 か国

California	State	University
Sacramento

愛称は “Sacramento State”。アートや
音楽に恵まれ、プロスポーツの本拠地
でもあるカリファルニアの州都サクラ
メント。抜群の立地にあるカリフォル
ニ ア 州 立 大 学 サ ク ラ メ ン ト 校 は、23
キャンパスで構成されるカリフォルニ
ア州立大学の「首都キャンパス」（capital 
campus）で、リーダーシップ教育に力
を入れている。

カリフォルニア州立大学の
「首都キャンパス」	 	 	

取得可能学位

人気専攻 TOP5

入学要件

費用目安
合計 
奨学金 なし

1　Business 
2　Engineering
3　Music
4　Journalism
5　Psychology

ESL 準学士 学士 修士 修了証

● ● ●

取得可能学位

人気専攻 TOP5

入学要件

費用目安
合計 
奨学金 あり
　　　　　＄500 ～＄7,000
　　　　　（成績に準じる）

1　Business
2　Communications
3　Criminal Justice and Safety 
　  Studies
4　Early Childhood Education
5　Psychology

ESL 準学士 学士 修士 修了証

● ● ●

英語 IELTS  6.0 DUOLINGO 95
TOEFL iBT 64 TOEIC ー
TOEFL ITP ー 英検 ー
ITEP ー GTEC 1125

GPA 3.0/4.0

英語 IELTS  6.0 DUOLINGO 95
TOEFL iBT 61 TOEIC ー
TOEFL ITP ー 英検 準1級
ITEP 3.8 GTEC ー

GPA 3.0/4.0

設立年	 		1947 年	
住所	 		Sacramento,	CA
学生総数				30,800 人
留学生数	 		総数	 1,060 人
																						国籍数	 39 か国

California	State	University
Fullerton	

平均気温が 20℃と年間を通して温暖な
気候が特徴だが、海ではサーフィン、
山ではスキー・スノーボードができ、
シーズンごとのアクティビティができ
るのも特徴。スーパーでは日本の食材
が手に入るので日本食へのホームシッ
クにはかかりにくい。カリフォルニア
最大の認定ビジネスカレッジとして、
ベストビジネススクールリストに 9 年
連続で掲載された。

様々な角度から勉強できる
多種多様なキャンパスライフ	

設立年	 		1857 年	
住所	 		Fullerton,	CA	 	
学生総数				40,000 人
留学生数	 		総数	 1,579 人
																						国籍数	 77 か国

California	State	University
Long	Beach	

東京ドームの約 28 倍の広大なキャンパ
スを持つ。周辺にはビーチなどがある
ため、勉強とアウトドアを両立できる
環境。大学内には、300 を超えるクラ
ブ団体などがあるため、様々な校内イ
ベントに参加することができる。映画
監督として世界に名の知れたスティー
ブンスピルバーグも卒業生の一人。

取得可能学位

人気専攻 TOP5

入学要件

費用目安
合計 
奨学金 あり
　　　　　＄2,000 ～
　　　　　（成績に準じる）

1　Business
2　Communication
3　Psychology
4　Health Science
5　Social Science

ESL 準学士 学士 修士 修了証

● ●

取得可能学位

人気専攻 TOP5

入学要件

費用目安
合計 
奨学金 なし

1　Business 
2　Psychology 
3　Communication
4　Sociology
5　Engineering

ESL 準学士 学士 修士 修了証

● ● ●

英語 IELTS  5.5 DUOLINGO 95
TOEFL iBT 61 TOEIC ー
TOEFL ITP ー 英検 準1級
ITEP ー GTEC ー

GPA 3.0/4.0

英語 IELTS  5.5 DUOLINGO ー
TOEFL iBT 61 TOEIC ー
TOEFL ITP 500 英検 ー
ITEP ー GTEC ー
※ ITP は 1 年留学のみ可

GPA 2.5/4.0

設立年	 		1949 年	
住所	 		Long	Beach,	CA	 	
学生総数				34,000 人
留学生数	 		総数	 3,000 人
																						国籍数	 100 か国

2022 年	Regional	Universities（West）で　
ランキング 12位　

ア
メ
リ
カ

California	State	University
Monterey	Bay	

大学周辺は住宅地となっているため落
ち着いた環境の中で勉強に集中するこ
とができる。過ごしやすい気候で、年
中観光客が訪れる場所。様々な人種や
文化を持つ人が住んでいる地域のため
世界のサラダボールと呼ばれることも
ある。2022 年に 「Regional Universities 
West」でランク 25 位に選ばれた。

海に近く、アットホームで
落ち着いたキャンパス

設立年	 		1994 年
住所	 		Seaside,	CA	 	
学生総数				7,000 人
留学生数	 		総数	 400 人			
　　　　　国籍数	 50 か国

San	Diego	State	University	

温暖な気候、ビーチにも近く、さらに
は安全地域として知られており、世界
115 か国以上の国々から留学生を受け
いている大学の為、多国籍な環境で勉
強することができる。キャンパス内に
は、カリフォルニア州内の大学で１番
大きな図書館があることも有名。観光
客が集まる地域ということから、公共
交通機関が整備されており、さらには
学校内にもトロリーの駅がありアクセ
スがいい。

カリフォルニア州で２番目の
大規模総合大学

San	Francisco	State	
University

サ ン フ ラ ン シ ス コ 州 立 大 学 は、 世 界
100 ヶ国以上の留学生が勉強をしてい
る。大学がある場所も、ダウンタウン
や空港から 20 分とアクセスが良い。大
学の ID を持っていれば、無料で移動が
できる。学校のすぐ横には、ショッピ
ングモール、日本食レストラン、スー
パーマーケットがあるため、生活がし
やすい環境。

世界 100 か国以上からの
留学生が集まる学校

San	Jose	State	University

シリコンバレーの中心地にあるという
こともあり、IT 系の専攻が強い。音楽
学部がカリフォルニアの中でも一番古
い学校として知られている。ショッピ
ング施設、映画館、銀行など徒歩圏内
にあるのでとても便利。温暖な気候の
ため週末には近くの海、サンタクルー
ズに行ったり、サンフランシスコまで
車で１時間ぐらいで遊びに行けるため
観光も気軽にできる。

シリコンバレーに位置する
IT 学部が有名なマンモス校

取得可能学位

人気専攻 TOP5

入学要件

費用目安
合計 
奨学金 あり
　　　　　＄500 ～＄9,000
　　　　　（成績に準じる）

1　Business
2　Psychology   
3　Computer Science   
4　Kinesiology  
5　Marine Science

ESL 準学士 学士 修士 修了証

● ● ●

取得可能学位

人気専攻 TOP5

入学要件

費用目安
合計
奨学金 あり
　　　　　＄1,000 ～
　　　　　（成績に準じる）

1　International Business
2　Psychology
3　Criminal Justice
4　Entrepreneurship
5　Communication

ESL 準学士 学士 修士 修了証

● ● ● ●

取得可能学位

人気専攻 TOP5

入学要件

費用目安
合計 
奨学金 あり
　　　　　 $8,000
　　　　　（成績に準じる）

1　Business 
2　Engineering
3　Computer Science
4　Communication Studies
5　Cinema

ESL 準学士 学士 修士 修了証

● ● ● ●

取得可能学位

人気専攻 TOP5

入学要件

費用目安
合計 
奨学金 なし

1　Computer Science/
　   Technology
2　Engineering
3　Psychology
4　Marketing 
5　Music

ESL 準学士 学士 修士 修了証

● ● ●

英語 IELTS  6.0 DUOLINGO 90
TOEFL iBT 61 TOEIC ー
TOEFL ITP ー 英検 ー
ITEP ー GTEC ー

GPA 2.4/4.0

英語 IELTS  6.5 DUOLINGO 105
TOEFL iBT 80 TOEIC ー
TOEFL ITP ー 英検 ー
ITEP ー GTEC ー

GPA 3.0/4.0

英語 IELTS  6.0 DUOLINGO 95
TOEFL iBT 61 TOEIC ー
TOEFL ITP ー 英検 ー
ITEP ー GTEC ー

GPA 2.5/4.0

英語 IELTS  6.0 DUOLINGO 95
TOEFL iBT 61 TOEIC ー
TOEFL ITP ー 英検 ー
ITEP ー GTEC ー
SAT/ACT

GPA 3.0/4.0

設立年	 		1897 年
住所	 		San	Diego,	CA		 	
学生総数				34,500 人
留学生数	 		総数	 3,000 人			
　　　　　国籍数	 115 か国

設立年	 		1899 年
住所	 		San	Francisco,	CA	 	
学生総数				26,600 人
留学生数	 		総数	 1,250 人			
　　　　　国籍数	 95 か国

設立年	 		1857 年
住所	 		San	Jose,	CA	 	
学生総数				32,800 人
留学生数	 		総数	 3,000 人			
　　　　　国籍数	 100 か国
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Florida	International
University	(Shorelight)	

全 米 で も 第 7 位 の 敷 地 面 積 を 誇 る フ
ロリダ国際大学。大きな特徴は海洋生
物等の研究に利用される海底研究室。
NASA の研究施設としても活用され、
世界での認知度は非常に高い。非常に
多国籍なため国際交流の場として非常
にお勧めの環境。選択可能な学問分野
も多く、学びの宝庫と言える。 

多国籍な環境と幅広い
学問分野を置く総合大学

設立年	 		1965 年	
住所	 		Miami,	FL	 	
学生総数				54,000 人
留学生数	 		総数	 4,000 人
																						国籍数	 47 か国

Full	Sail	University

ディズニーワールドやユニバーサルス
タジオなどのテーマパークで有名な
オーランドに位置するエンターテイメ
ントに特化した大学。20 か月で学士号
が取得可能な実践的でユニークなカリ
キュラムを持つ。多くの卒業生がエミー
賞やグラミー賞作品に関わっているこ
とから、人脈形成にも最適な環境。

エンターテイメントを学ぶならこの大学！

取得可能学位

人気専攻 TOP5

入学要件

費用目安
合計 
奨学金 なし

1　Psychology
2　Communications
3　Hospitality and Tourism
 　 Management
4　Biology 
5　Finance

ESL 準学士 学士 修士 修了証

● ● ●

取得可能学位

人気専攻 TOP5

入学要件

費用目安
合計 
奨学金 あり

1　Music Production
2　Recording Arts
3　Film
4　Game Design
5　Entertainment Business

ESL 準学士 学士 修士 修了証

● ● ●

英語 IELTS  6.0 DUOLINGO 105
TOEFL iBT 79 TOEIC ー
TOEFL ITP ー 英検 ー
ITEP ー GTEC ー

GPA ー

英語 IELTS  5.5 DUOLINGO 90
TOEFL iBT 68 TOEIC 650
TOEFL ITP ー 英検 準 1 級
ITEP 3.5 GTEC ー

GPA 2.5/4.0

設立年	 		1979 年	
住所	 	Winter	Park,	FL	
学生総数				21,000 人
留学生数	 		総数	 617 人
																						国籍数	 63 か国

Sonoma	State	University

サ ン フ ラ ン シ ス コ か ら 1 時 間 半 ほ ど
の、のどかな場所に位置するカリフォ
ルニア州立大学の１つ。キャンパス内
にはスヌーピーの創始者である Charles 
Schulz さんが寄付した、最新鋭の図書
館やスヌーピーのキャラクターの像が
あり非常に可愛らしい雰囲気。現在校
長先生は女性の日系人ということもあ
り親日家が多い。

のどかで美しい田園風景が広がる
治安のいいキャンパス

設立年	 		1960 年	
住所	 		Rohnert	Park,	
　　　　　California		 	
学生総数				8,600 人
留学生数	 		総数	 224 人
																						国籍数	 30 か国

Colorado	State	University
	(INTO)		 	

アメリカ国内の総合研究大学として
トップグループにランクされており、8
つのカレッジと 53 もの学科で構成。幅
広いコースを提供している。年間 3 億
7500 万ドル以上の研究資金、数々の受
賞歴がある教授陣、そして最先端の施
設に支えられた優れた教育のプログラ
ムで、卒業生を希望するキャリアに導
く。さらには年間を通して 300 日が晴
れという恵まれた環境。

治安がよく最も住みやすいアメリカの
カレッジタウンBest10にランクイン

取得可能学位

人気専攻 TOP5

入学要件

費用目安
合計 
奨学金 なし

1　Business 
2　Psychology
3　Biology
4　Environmental Science
5　Wine Business

ESL 準学士 学士 修士 修了証

● ● ●

取得可能学位

人気専攻 TOP5

入学要件

費用目安
合計 
奨学金 なし

1　Business 
2　Chemical Engineering
3　Civil Engineering
4　Electrical Engineering 
5　Statistics

ESL 準学士 学士 修士 修了証

● ● ●

英語 IELTS  6.0 DUOLINGO 110
TOEFL iBT 72 TOEIC ー
TOEFL ITP ー 英検 ー
ITEP ー GTEC ー

GPA 3.0/4.0

英語 IELTS  6.0 DUOLINGO 95
TOEFL iBT 61 TOEIC ー
TOEFL ITP ー 英検 ー
ITEP 3.7 GTEC ー

GPA 2.5/4.0

設立年	 		1870 年	
住所	 		Fort	Collins,	CO	 	
学生総数				33,000 人
留学生数	 		総数	 2,000 人
																						国籍数	 110 か国

ア
メ
リ
カ

University	of	Central	Florida
(Shorelight)

オーランドの中心部からほど近い場所
にキャンパスを構える、全米でも評価
の高い名門大学。最も革新的な 10 大学
に選出されるなど、常に時代の先進を
取り入れ続ける大学の姿勢は、学生の
学びにも大きな影響を与える。幅広い
学問領域と、その学術間交流によって
特定の学問領域を超えた学びが可能。

全米で最も革新的な
10大学に選出されたマンモス校

設立年	 		1963 年
住所	 		Orlando,	FL	 	
学生総数				72,000 人
留学生数	 		総数	 2,400 人			
　　　　　国籍数	 49 か国

University	of	South	Florida
	(INTO)	

優秀な学者、世界レベルの国際的研究、
著名な教授陣、多様な学生、盛んなス
ポーツと年間を通して降り注ぐ日差し、
南フロリダ大学は未来への一歩を踏み
出すのに最適な大学。タンパ地域の企
業が大学内にプロジェクトを持ち込む
ほど施設が整うのは大規模大学ならで
は。大学近郊には遊園地もあり、遊び
も勉強も全力で取り組みたい学生にお
すすめ。 

質の高い教育を提供する
世界レベルの名門大学

Webber	International	
University

ディズニーワールドがある大都市オー
ランドまで、車で 1 時間弱の立地。土
地柄もありホスピタリティ系が人気だ
が、ビジネス分野全体に強い。学生の
3 割以上が留学生の国際的な大学。フ
ロリダ州は冬でも温暖で、湖畔ではビー
チバレーで遊んだり、ハンモックでく
つろぐなどメリハリある大学生活を送
ることができる。※奨学金も多額で、
自己負担額が＄16,500（授業料 / 寮費 /
食費）とかなりリーズナブル。

ホスピタリティが強いビジネス系の国際大学

Hawaii	Pacific	University

ハワイ・ホノルルの中心部にある総合
大学で、チャイナタウンのすぐ傍。観
光で有名なアロハタワーが学内にあり
美しいキャンパス。ハワイという立地
もあり、ホスピタリティ、海洋学など
が人気。世界中から留学生が集まる国
際的な大学で、日本人学生はハワイ大
学マノア校より格段に少ないため、ハ
ワイの快適さをエンジョイしながらも
学業に打ち込める。成績優秀者には多
額の奨学金もある。

ハワイ・ホノルルの中心部にある
私立総合大学	

取得可能学位

人気専攻 TOP5

入学要件

費用目安
合計 
奨学金 なし

1　Psychology
2　Health Sciences
3　Finance
4　Hospitality Management
5　Interdisciplinary Studies

ESL 準学士 学士 修士 修了証

● ● ●

取得可能学位

人気専攻 TOP5

入学要件

費用目安
合計
奨学金 なし

1　Biomedical Sciences 
2　Business Administration
3　Business Analytics
4　Computer Science
5　Mechanical Engineering

ESL 準学士 学士 修士 修了証

● ● ●

取得可能学位

人気専攻 TOP5

入学要件

費用目安
合計 
奨学金 あり
　　　　　 約＄19,000

1　Business
2　Sport Business Management
3　Hospitality & Tourism 
　  Management
4　Finance
5　Accounting  
 

ESL 準学士 学士 修士 修了証

●

取得可能学位

人気専攻 TOP5

入学要件

費用目安
合計 
奨学金 あり
　　　　　$15,000
　　　　　（成績に準じる）

1　Business Administration
2　Nursing 
3　Biology, Oceanography
4　Hospitality and Tourism 
　  Management
5　Psychology, Computer 
　  Science   

ESL 準学士 学士 修士 修了証

● ● ●

英語 IELTS  6.0 DUOLINGO ー
TOEFL iBT 68 TOEIC 650
TOEFL ITP ー 英検 準 1 級
ITEP 3.5 GTEC ー

GPA 2.5/4.0

英語 IELTS  5.5 DUOLINGO 90
TOEFL iBT 60 TOEIC ー
TOEFL ITP ー 英検 ー
ITEP ー GTEC ー

GPA 2.5/4.0

英語 IELTS  6.0 DUOLINGO ー
TOEFL iBT 61 TOEIC ー
TOEFL ITP ー 英検 ー
ITEP ー GTEC ー

GPA 2.5/4.0

英語 IELTS  6.0 DUOLINGO 95
TOEFL iBT 70 TOEIC ー
TOEFL ITP 500 英検 準1級
ITEP 3.7 GTEC 1050

GPA 2.5/4.0

設立年	 		1956 年
住所	 		Tampa,	FL
学生総数				50,000 人
留学生数	 		総数	 4,700 人			
　　　　　国籍数	 146 か国

設立年	 		1927 年
住所	 		Babsou	Park,	FL	 	
学生総数				700 人
留学生数	 		総数	 150 人
																						国籍数	 48 か国

設立年	 		1965 年
住所	 		Honolulu,	HI	 	
学生総数				5,000 人
留学生数	 		総数	 500 人			
　　　　　国籍数	 65 か国

※ 2 Term Pathway

※専攻により SAT が必要 ※ 2 Term Pathway
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Illinois	State	University	
(INTO)	

大規模大学の持つ多様な教育機会を提
供しながら、小規模大学の雰囲気を維
持 し て い る 大 学。US News ＆ World 
Report によって学問、手頃な授業料、
質の高い研究によってトップ 100 の公
立学校にランクされている。

イリノイ州最古の州立大学

設立年	 		1857 年	
住所	 		Normal,	IL	 	
学生総数				20,600 人
留学生数	 		総数	 1,000 人
																						国籍数	 74 か国

University	of	Illinois	
at	Chicago	(Shorelight)	

大都市シカゴの中心部からすぐの場所
にキャンパスを構える UIC では、特に
ビジネス関連科目が有名。シカゴには
あらゆる企業の本社や支社があり、企
業でのインターンや就職の機会が多い。
年に数回行われるキャリアフェアも大
規模。より実践的なビジネスを大都会
の中心で勉強することができる環境。

シカゴの中心でビジネスを間近で
かつ実践的に学ぶ

取得可能学位

人気専攻 TOP5

入学要件

費用目安
合計 
奨学金 あり
　　　　　＄5,000 まで 
　　　　　（成績に準じる）

1　Actuarial Science
2　Business
3　Information Systems
4　Kinesiology & Recreation
5　Technology

ESL 準学士 学士 修士 修了証

● ● ●

取得可能学位

人気専攻 TOP5

入学要件

費用目安
合計 
奨学金 あり
　　　　　（成績に準じる）  
 

1　Business Administration
2　Liberal Arts and Sciences 
3　Urban Planning & 
　   Public Affairs
4　Pharmacy 
5　Applied Health Sciences 

ESL 準学士 学士 修士 修了証

● ● ●

英語 IELTS  5.5 DUOLINGO 90
TOEFL iBT 50 TOEIC ー
TOEFL ITP ー 英検 ー
ITEP ー GTEC ー

GPA 2.25/4.0

設立年	 		1982 年	
住所	 	Chicago,	 IL	 	
学生総数				21,000 人
留学生数	 		総数	 1,000 人
																						国籍数	 76 か国

University	of	Idaho

1889 年に設立された、アイダホ州で最
も歴史ある州立大学。1,450 エーカー（東
京ドームの約 125 倍）の広大なキャン
パスで 11,000 人以上の学生が学ぶ、自
然に溢れ開放的な研究型大学。スポー
ツでは、NCAA Division I に所属。学生
と教授の比率は 16:1 で、学生の 70%
が白人、留学生は 6%。高校の成績に応
じて、 毎年奨学金が留学生にも支給さ
れている。

アイダホ州で最も歴史ある州立大学

DePaul	University

教育を主としている私立大学として全
米最大規模、かつカトリック系大学と
しても全米最大規模の大学。日本人に
大人気のクオーター制。97％の授業は
アシスタントではなく教授自身が行う。
学生教授比率 16:1 の少人数授業。2 つ
あるキャンパスの両方とも、電車駅や
バス路線が多数あり交通の便も抜群。
   

   

ゲーム・映画・ビジネスなどが強い
シカゴの大規模私立大学

取得可能学位

人気専攻 TOP5

入学要件

費用目安
合計 
奨学金 あり
　　　　　＄2,000 ～＄8,000 
　　　　　（成績に準じる）

1　Psychology
2　Mechanical Engineering
3　Liberal Arts and Humanities 
4　Marketing 
5　Finance

ESL 準学士 学士 修士 修了証

● ● ● ●

取得可能学位

人気専攻 TOP5

入学要件

費用目安
合計 
奨学金 あり

1　Game Design   
2　Graphic Design   
3　Entrepreneurship   
4　Accounting   
5　Film   

ESL 準学士 学士 修士 修了証

● ● ●

英語 IELTS  6.5 DUOLINGO 105
TOEFL iBT 80 TOEIC ー
TOEFL ITP ー 英検 ー
ITEP ー GTEC ー

GPA 3.0/4

英語 IELTS  6.0 DUOLINGO ー
TOEFL iBT 70 TOEIC ー
TOEFL ITP ー 英検 ー
ITEP ー GTEC ー
SAT 550    ESL 終了

GPA 2.5/4.0

設立年	 		1898 年	
住所	 		Chicago,	IL
学生総数				21,670 人
留学生数	 		総数	 1,500 人
																						国籍数	 136 か国

設立年	 		1889 年	
住所	 		Moscow,	ID		 	
学生総数				11,000 人
留学生数	 		総数	 200 人
																						国籍数	 73 か国

英語 IELTS  5.5 DUOLINGO ー
TOEFL iBT 68 TOEIC 650
TOEFL ITP ー 英検 準 1 級
ITEP 3.5 GTEC ー

GPA 2.5/4.0

ア
メ
リ
カ

North	Central	College	 	 	

アメリカ第三の大都市シカゴ郊外にあ
るリベラルアーツ系私立大学。シカゴ
エリアのトップ層の学生が中心に集
まっている。1 クラス当たり平均学生
数は 20 人の少人数制教育を行ってい
る。全授業を教授が行い、アシスタン
トによる授業は無い。全米で最も治安
がよく裕福なエリアにあり、シカゴ中
心部まで電車で 30 分と近い。有力企業
や国立研究所などでのインターンシッ
プなども充実している。

大都市シカゴ郊外にある
有名私立大学	

設立年	 		1861 年
住所	 		Naperville,	IL	 	
学生総数				3,000 人
留学生数	 		総数	 120 人			
　　　　　国籍数	 32 か国

カンザス大学は全米でも歴史の深い文
化の街、ローレンスに位置しており、
町の人はフレンドリーで温かく、とて
も治安のよいことでも有名。留学生が
比較的少ない環境で、アメリカ留学を
存分に満喫できる環境。特にスポーツ
と工学系統学部は有名で、学内施設や
設備も非常に充実している。

景観美しい文化あふれる街で、
落ち着いた学生生活を

Wichita	State	University

中西部のため、西海岸よりも低コスト
での生活が可能。また、全米の住みや
す い 街 ラ ン キ ン グ "All-American City 
Award" を過去に 3 度受賞ということも
あり、世界の大都市よりもはるかに安
全かつ低コストで生活が送れる。また、
Wichita にはボーイングなどの航空会社
が 多 数 存 在 し Aerospace Engineering
や Aviation 系の専攻も有名。

低コストで住みやすい街にある
エンジニアリングが非常に強い州立大学

Campbellsville	University

ケンタッキー州にあるリベラルアーツ
系大学の一つ。メインキャンパスのあ
る町は、治安がよく、全寮制で寮に住
めるため安全に過ごせる。大都市ルイ
ビルまで車で 2 時間弱の距離。日本人
は 40 人程度。スポーツも盛んで、文武
両道で活躍する先輩も多い。※奨学金
も充実しており、自己負担額が＄18,000

（授業料 / 寮費 / 食費）と魅力的。

アットホームな雰囲気で留学生に
人気のリベラルアーツカレッジ

取得可能学位

人気専攻 TOP5

入学要件

費用目安
合計 
奨学金 あり
　　　　　＄25,000 ～＄28,000
　　　　　（成績に準じる）

1　Psychology
2　Marketing 
3　Business 
4　Kinesiology and 
　  Exercise Science
5　Finance

ESL 準学士 学士 修士 修了証

● ● ●

取得可能学位

人気専攻 TOP5

入学要件

費用目安
合計
奨学金 なし 

1　Business
2　Health Professions
3　Engineering
4　Communication
5　Visual and Performing Arts

ESL 準学士 学士 修士 修了証

● ●

取得可能学位

人気専攻 TOP5

入学要件

費用目安
合計 
奨学金 あり
　　　　　＄500 ～＄2,400
　　　　　（成績に準じる）

1　Aviation 
2　Nursing 
3　Education 
4　Business 
5　Engineering

ESL 準学士 学士 修士 修了証

● ● ●

取得可能学位

人気専攻 TOP5

入学要件

費用目安
合計 
奨学金 あり
　　　　　 $15,000

1　Business 
2　Sport Management 
3　Social Work
4　Psychology
5　Early Childhood Education

ESL 準学士 学士 修士 修了証

● ● ●

英語 IELTS  6.5 DUOLINGO 105
TOEFL iBT 79 TOEIC ー
TOEFL ITP ー 英検 準1級
ITEP ー GTEC ー

GPA 2.5/4.0

英語 IELTS  6.5 DUOLINGO 110
TOEFL iBT 79 TOEIC 690
TOEFL ITP ー 英検 1 級
ITEP 4.5 GTEC ー

GPA 2.5/4.0

英語 IELTS  6.0 DUOLINGO 100
TOEFL iBT 72 TOEIC ー
TOEFL ITP ー 英検 ー
ITEP ー GTEC ー

GPA

英語 IELTS  5.0 DUOLINGO ー
TOEFL iBT 61 TOEIC ー
TOEFL ITP ー 英検 ー
ITEP ー GTEC ー

GPA 2.0/4.0

設立年	 	1865 年
住所	 	Lawrence,	KS	
学生総数				28,000 人
留学生数	 		総数	 2,100 人			
　　　　　国籍数	 100 か国

設立年	 		1895 年
住所	 		Wichita,	Kansas		 	
学生総数				15,000 人
留学生数	 		総数	 1,700 人
																						国籍数	 100 か国

設立年	 		1906 年
住所	 		Campbellsville,	KY		
学生総数				14,000 人
留学生数	 		総数	 300 人			
　　　　　国籍数	 51 か国

University	of	Kansas	
	(Shorelight)	

1 年次入学：$10,000 ～ 24,000
2 年次入学：$9,000 ～ 15,000

（成績に準じる）

※ 2 Term Pathway ※ 2 Term Pathway
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カ

Salisbury	University

ビジネスだけにかかわらず、メディア
やアート系の学部や国際関係学に力を
入 れ て い る 大 学。 中 で も、 国 家 間 の
交渉術のトレーニングや国際紛争の
解 決 法 な ど を 学 ぶ Conflict Analysis & 
Dispute Resolution の学部が人気を集め
ている。学校からビーチまでは車で 30
分ほどで行くことができ、野生の馬が
いるナショナルパークも近い。

海が近く穏やかで国際関係の
専攻に強い総合大学

設立年	 		1925 年	
住所	 	 Salisbury,	MD	
学生総数				8,800 人
留学生数	 		総数	 200 人
																						国籍数	 30 か国

University	of	Massachusetts	
Boston	(Shorelight)

約 6 万人の留学生が集う学術都市ボス
トンにあり、修士号の分野に関しては
それぞれがトップ 100 に入るほど優秀
な大学。キャンパス近郊にはウォーター
フロントが広がり、バス・電車などの
公共交通機関が整う。世界的に有名な
ハーバード大学や MIT も近くにあるた
め学校見学や学生交流の機会も豊富。

学術都市ボストンにある
優秀な都市型公立大学

取得可能学位

人気専攻 TOP5

入学要件

費用目安
合計 
奨学金 あり
　　　　　＄3,000 ～＄12,000
　　　　　（成績に準じる）

1　Business 
2　Conflict Analysis &
　  Dispute Resolution 
3　Communication /
　  Journalism 
4　Arts
5　Education  
 

ESL 準学士 学士 修士 修了証

● ●

取得可能学位

人気専攻 TOP5

入学要件

費用目安
合計 
奨学金 あり
　　　　　（成績に準じる）  
 

1　Business 
2　Social Science
3　Psychology 
4　Public Affair
5　Computer Science

ESL 準学士 学士 修士 修了証

●

英語 IELTS  6.0 DUOLINGO 100
TOEFL iBT 79 TOEIC 670
TOEFL ITP ー 英検 準 1 級
ITEP 4.0 GTEC ー

GPA 2.5/4.0

英語 IELTS  6.5 DUOLINGO ー
TOEFL iBT 79 TOEIC ー
TOEFL ITP ー 英検 準 1
ITEP ー GTEC ー

GPA 3.0/4.0

設立年	 		1964 年	
住所	 		Boston,	MA
学生総数				16,259 人
留学生数	 		総数	 1,200 人
																						国籍数	 84 か国

Northern	Kentucky	
University

ケンタッキー州にあるが、オハイオ州
の大都市シンシナティ郊外にある大学。
経済・文化の中心地に近いこともあり、
ファイナンスやメディア、情報学など
に強い一方で、中心地から離れている
ため生活費もリーズナブル。大学のあ
る地域は治安も抜群に良く安心。留学
生ウェルカムの大学で、奨学金が非常
に充実している。大都市へのアクセス
と充実したコースを両立させたい人に
おすすめ。

シンシナティまでは 10分ほどの
郊外にある治安のよい優良州立大学

Husson	University

元々ビジネス専門大学として設立され
た歴史的背景からメイン州で最大規模
のビジネス学部を誇る。ニューイング
ランドコミュニケーションスクールと
の共同プログラムであるメディア・ビ
デオ制作・オーディオエンジニアやヘ
ルスサイエンスなどの専門学部が強い
のが特徴。自然が雄大で美しく、人々
が親切。

ビジネス専門大学として創立された
背景を持つ私立の総合大学

取得可能学位

人気専攻 TOP5

入学要件

費用目安
合計 
奨学金 あり
　　　　　＄3,000 ～ 7,500 
　　　　　（成績に準じる）

1　Computer Science
2　Mechanical & Manufacturing
       Engineering Technology
3　Computer Information
 　 Technology
4　Biological Sciences
5　Data Science

ESL 準学士 学士 修士 修了証

● ● ●

取得可能学位

人気専攻 TOP5

入学要件

費用目安
合計 
奨学金 あり
　　　　　＄1,000 ～＄10,000 
　　　　　（成績に準じる）

1　Nursing
2　Physical Therapy /
       Exercise Science
3　Criminal Justice
4　Business
5　Communications

ESL 準学士 学士 修士 修了証

● ●

英語 IELTS  6.0 DUOLINGO ー
TOEFL iBT 75 TOEIC ー
TOEFL ITP ー 英検 ー
ITEP ー GTEC 1166

GPA 2.5/4.0

英語 IELTS  5.5 DUOLINGO 90
TOEFL iBT 61 TOEIC ー
TOEFL ITP ー 英検 ー
ITEP ー GTEC ー

GPA 2.5/4.0

設立年	 		1898 年	
住所	 	 Bangor,	ME	
学生総数				3,800 人
留学生数	 		総数	 49 人
																						国籍数	 10 か国

設立年	 		1968 年	
住所	 		Highland	Heights,	KY
学生総数				14,000 人
留学生数	 		総数	 329 人
																						国籍数	 56 か国

ア
メ
リ
カ

Aquinas	College

全米で最初の共学カトリック系大学と
して創立。評価の高いサステイナブル
ビジネス専攻を含め、会計学において
は USCPA（アメリカ公認会計士）保持
者が授業を行っているということもあ
り合格率がミシガン州内としてはミシ
ガン大学と並ぶほど有名。キャンパス
は東京ドーム 10 個分の敷地があり広々
とした環境で学べる。

ミシガン州第二の都市Grand	Rapids にある
カトリック系リベラルアーツカレッジ

設立年	 		1886 年
住所	 		Grand	Rapids,	MI
学生総数				1,900 人
留学生数	 		総数	 55 人			
　　　　　国籍数	 25 か国

University	of	Southern	
Mississippi	 	 	

1910 年設立。ミシッシッピ州第 4 番目
の都市で人口約 5 万人のハティスバー
グの郊外にある州立研究型大学。通称
サザンミス（Southern Miss）。最も近
い大都市は州都ジャクソンと隣州の
ニューオリンズであり、共に車で 1 時
間 30 分ほどの距離。メインキャンパス
から南に下ったメキシコ湾沿いのロン
グビーチにも分校がある。

100 年以上歴史のある
芸術系学問に強い研究型州立大学	

Webster	University

女性・有色人種を含む全ての人々に平
等に教育の機会を設けたいという信念
のもと設立された大学。その為、現在
でもダイバーシティに力を入れており
世界各地にキャンパスを設けている。
国際関係学、芸術、心理学、ビジネス
などが特に人気。メインキャンパスは
セントルイスに位置しており、ダウン
タウンから 20 分程度の郊外にある為、
落ち着いた場所でしっかりと学べる。

世界 9か国にキャンパスをもつ
グローバルユニバーシティ	 	 	

取得可能学位

人気専攻 TOP5

入学要件

費用目安
合計 
奨学金 あり
　　　　　＄16,000 ～＄26,000

1　Health Science
　 (Pre-Med, Dental, PT, PA)
2　Business (International, 
　  Sustainable. Marketing, Finance)
3　Psychology
4　Social Science
5　Math & Data Analytics

ESL 準学士 学士 修士 修了証

● ● ●

取得可能学位

人気専攻 TOP5

入学要件

費用目安
合計
奨学金 あり
　　　　　$3,000 ～＄7,500
　　　　　（成績に準じる） 

1　Business Administration
2　Biological Sciences
3　Computer Science/
　  Computer Engineering/
　  Information Technology
4　Psychology
5　Music   

ESL 準学士 学士 修士 修了証

● ● ●

取得可能学位

人気専攻 TOP5

入学要件

費用目安
合計 
奨学金 あり
　　　　　（成績に準じる） 
  

1　Computer Science  
2　Management
3　Film, Television & 
       Video Production
4　Psychology 
5　International Relations

ESL 準学士 学士 修士 修了証

● ● ●

英語 IELTS  6.5 DUOLINGO 105
TOEFL iBT 79 TOEIC ー
TOEFL ITP ー 英検 準 1 級
ITEP ー GTEC ー

GPA 2.7/4.0

英語 IELTS  6.0 DUOLINGO ー
TOEFL iBT 71 TOEIC ー
TOEFL ITP ー 英検 ー
ITEP 4.0 GTEC ー

GPA 2.5/4.0

英語 IELTS  6.0 DUOLINGO 110
TOEFL iBT 80 TOEIC ー
TOEFL ITP ー 英検 ー
ITEP ー GTEC ー

GPA 2.5/4.0

設立年	 		1910 年
住所	 		Hattiesburg,	MS
学生総数				14,500 人
留学生数	 		総数	 465 人			
　　　　　国籍数	 75 か国

設立年	 		1915 年
住所	 		St	Louis,	MO	 	
学生総数				12,000 人
留学生数	 		総数	 NA
																						国籍数	 138 か国

Missouri	State	University

ミズーリ州内で 2 番目に学生数の多い
州立大学。教育水準が高い割に授業料
と生活費が安く、かつ留学生にも奨学
金のチャンスがあるため、世界中から
多くの留学生が集まっている。大学が
ある Springfield は多数の大学があるカ
レッジタウンとなっており、大学生に
とって過ごしやすい環境。空港もあり
米国各地への移動に便利。ビジネス系
やメディア系学問は特に強い。

カレッジタウン Springfield にある
大規模州立大学

取得可能学位

人気専攻 TOP5

入学要件

費用目安
合計 
奨学金 あり
　　　　　～＄5,000 
　　　　　（成績に準じる）

1　Marketing 
2　Biology
3　Management
4　Computer Science
5　Education

ESL 準学士 学士 修士 修了証

● ● ●

英語 IELTS  5.5 DUOLINGO 95
TOEFL iBT 61 TOEIC ー
TOEFL ITP ー 英検 ー
ITEP ー GTEC ー

GPA 2.5/4.0

設立年	 		1906 年	
住所	 		Springfield,	MO	 	
学生総数				23,618 人
留学生数	 		総数	 1,605 人
																						国籍数	 93 か国
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Kentucky	Wesleyan
College

ケンタッキー州第 4 の都市オーウェン
ズボロにある大学。学生教授比率 13:1
の少人数教育を行う。オハイオ川沿い
の美しい街並みと橋が人気の都市。イ
ンディアナ州で 3 番目に大きい都市エ
バンズビルにも車で 40 分と近い。大学
キャンパスから車で 5 分圏内に複数の
大規模ショッピングモールがあり便利。
奨学金が多く、留学生で年間留学費用
が約半額になる。

ケンタッキー州にある
奨学金が多い私立リベラルアーツカレッジ

取得可能学位

人気専攻 TOP5

入学要件

費用目安
合計 
奨学金 あり
　　　　　＄22,800　

1　Psychology
2　Business Administration
3　Criminal Justice and 
       Crimiology  
4　Exercise Science   
5　Communication Arts

ESL 準学士 学士 修士 修了証

●

英語 IELTS  7.0 DUOLINGO ー
TOEFL iBT 70 TOEIC ー
TOEFL ITP ー 英検 ー
ITEP ー GTEC ー

GPA 2.5/4.0

設立年	 		1858 年	
住所	 		Owensboro,	KY	 	
学生総数				700 人
留学生数	 		総数	 未公表
																						国籍数	 未公表

Southeast	Missouri	
State	University

フランスの宣教師がミシシッピ川を
上ってたどり着いたという歴史的背景
からフランスの影響を受けるユニーク
な街。トムソーヤの冒険を描いた、蒸
気船マーク・トウェインもこの町を訪
問。坂のある美しい街として、町の観
光案内にも記載されている。校長先生
が元留学生だったこともあり留学生へ
の理解がある総合大学。

広大なミシシッピ川が広がり
古き良き街並みがある美しい街

設立年	 		1873 年	
住所	 		Cape	Giardeau,	MO
学生総数				13,000 人
留学生数	 		総数	 650 人
																						国籍数	 60 か国

取得可能学位

人気専攻 TOP5

入学要件

費用目安
合計 
奨学金 あり
　　　　　＄2,000 ～＄8,000
　　　　　（成績に準じる）

1　International Business
2　Marketing 
3　Communication
4　Biology
5　Fine Arts 

ESL 準学士 学士 修士 修了証

● ● ●

英語 IELTS  5.5 DUOLINGO 90
TOEFL iBT 61 TOEIC ー
TOEFL ITP ー 英検 ー
ITEP 3.7 GTEC ー

GPA 2.0/4.0

University	of	Nevada	Reno	

ネバダ州で最も評価の高い大学で、州
内の優秀な学生が集まっている。カジ
ノや世界的に有名なイベントが数多く、
学業の合間にリフレッシュできる環境
に恵まれている。カリフォルニア州の
サクラメント、サンフランシスコ、シ
リコンバレー、ヨセミテ国立公園、タ
ホ湖なども近い。全米トップ 5 の海外
留学プログラムも充実。一年を通して
ほぼ快晴で気持ちよく生活できる。

ネバダ州で最も評価の高い
州立総合大学

取得可能学位

人気専攻 TOP5

入学要件

費用目安
合計 
奨学金 あり
　　　　　＄1,000 ～＄12,000
　　　　　（成績に準じる）

1　Business
2　Computer Science
3　Education 
4　Engineering
5　Psychology  
 

ESL 準学士 学士 修士 修了証

● ● ●

英語 IELTS  6.0 DUOLINGO 95
TOEFL iBT 61 TOEIC ー
TOEFL ITP ー 英検 ー
ITEP ー GTEC ー

GPA 3.0/4.0

設立年	 		1874 年	
住所	 		Reno,	NV
学生総数				21,000 人
留学生数	 		総数	 657 人
																						国籍数	 70 か国

Drew	University	(INTO)	

ニューヨークマンハッタンまで 50 分と
いう立地を活かした、様々な「教室外」
の実践的プログラムに定評あり。フル
タイム教員の 94% は各専門分野で最高
学位の博士号を保持し、リベラルアー
ツ大学の大きな特徴である少人数制ク
ラスを活かした各学生のニーズに合っ
たきめ細やかな教育を行う。

伝統的な少人数制リベラルアーツ大学

設立年	 		1867 年
住所	 		Madison,	NJ
学生総数				2,000 人
留学生数	 		総数	 370 人			
　　　　　国籍数	 50 か国

取得可能学位

人気専攻 TOP5

入学要件

費用目安
合計 
奨学金　  あり
　　　　 ＄6,000
　　　　 （成績に準じる）

1　Biomedical Sciences 
2　Business 
3　Engineering
4　Political Science/
 　 International Relations
5　Theatre

ESL 準学士 学士 修士 修了証

● ● ●

英語 IELTS  5.5 DUOLINGO 90
TOEFL iBT 60 TOEIC ー
TOEFL ITP ー 英検 ー
ITEP ー GTEC ー

GPA 2.5/4.0

ア
メ
リ
カ

Queens	College	CUNY
(Navitas)

クィーンズカレッジのあるクィーンズ
地区は多種多様な人たちが暮らす都市。
人口 230 万人の約半数がヨーロッパ・
中東・アジア・南米からやって来た移
民で構成されている。クィーンズカレッ
ジの学生の約 35％が外国生まれの学生
で大学内もダイバーシティに富む。キャ
ンパスの中でも外でもさまざまな国の
人達と出会うことができ、多様な異文
化を経験することができる、ニューヨー
クならではの環境。

取得可能学位

人気専攻 TOP5

入学要件

費用目安
合計
奨学金 なし

1　Business
2　Hospitality and Tourism
3　Health programs
4　Theater, Arts, Design 
5　Environmental Science

ESL 準学士 学士 修士 修了証

● ● ●

英語 IELTS  5.5 DUOLINGO 90
TOEFL iBT 60 TOEIC ー
TOEFL ITP ー 英検 ー
ITEP ー GTEC ー

GPA 2.0/4.0

設立年	 		1937 年
住所	 		Queens,	NY
学生総数				19,800 人
留学生数	 		総数	 3,000 人			
　　　　　国籍数	 60 か国

SUNY			Binghamton	

SUNY ビンガムトン校はニューヨーク
州立大学唯一のパブリック・アイビー
で最難関校。研究分野に合わせて 6 つ
の単科大学 / 学校から構成され学部時
から専門的な研究が大学内で行われる。
川や池、森林に囲まれた 930 エーカー
もの広大なキャンパスには、自然保護
区域もあり、ハイキングやサイクリン
グを楽しめる。

ニューヨーク州立大学唯一の
パブリック・アイビーと呼ばれる名門校

取得可能学位

人気専攻 TOP5

入学要件

費用目安
合計 
奨学金 あり
　　　　　＄2,500 ～＄13,000
　　　　　（成績に準じる）

1　Computer Science
2　Engineering
3　Business 
4　Psychology
5　Economics

ESL 準学士 学士 修士 修了証

● ●

英語 IELTS  6.5 DUOLINGO 110
TOEFL iBT 80 TOEIC ー
TOEFL ITP ー 英検 ー
ITEP ー GTEC ー

GPA 3.3/4.0

設立年	 		1946 年
住所	 		Binghamton,	NY
学生総数				14,000 人
留学生数	 		総数	 1,800 人
																						国籍数	 98 か国

Mercy	College

美しいハドソン川沿いで、安全、綺麗
で豊かなタウンとして知られるドブス
フェリー市にメインキャンパスはあ
り、もう一つのキャンパスはマンハッ
タ ン の 中 心 地 で あ る エ ン パ イ ア・ ス
テートに隣接している。認定留学や休
学留学など 1 年間の短期留学の学生も
多く受け入れている。マーシー大学で
は５つの学部を通して 90 以上の専攻
を提供。特に Internation Relations and 
Diplomacy の専攻においては国連で 30
年働いた経験をもつ日本人の教授の下
経験を積むことが出来る。

マンハッタン郊外の
治安のよい環境で学べる大学	

取得可能学位

人気専攻 TOP5

入学要件

費用目安
合計 
奨学金 あり
　　　　　 ＄1,500 ～＄4,000
　　　　

1　Business Administration
2　Computer Science 
3    International Relations  
　  and Diplomacy
4　Psychology   
5　Media Studies

ESL 準学士 学士 修士 修了証

● ●

英語 IELTS  6.0 DUOLINGO 100
TOEFL iBT 71 TOEIC ー
TOEFL ITP ー 英検 準1級
ITEP ー GTEC 1140

GPA 2.5

設立年	 		1950 年
住所													Dobbs	Ferry,	NY
学生総数				10,000 人
留学生数	 		総数	 130 人			
　　　　　国籍数	 50 か国

SUNY	Fredonia

ニューヨーク州の中では物価が安く、
治安が良く生活しやすい環境で、大学
のスタッフも学生もとても親切でアッ
トホームな感覚を得られる環境。中規
模の大学なため、学生と教授や地域と
の距離が近いのが特徴で、教授と研究
はもちろん、様々なアクティビティの
コラボレーションを楽しめることが可
能。4 年間で全員卒業を保証するとい
う目標を掲げ、アドバイザー、教授が
一丸になって学生をサポート。音楽や
シアターなどの芸術系専攻が有名。

芸術系の専攻が有名な大学

取得可能学位

人気専攻 TOP5

入学要件

費用目安
合計 
奨学金 あり
　　　　　＄5,000 ～＄10,000
　　　　　（成績に準じる）

1　Music 
2　Business 
3　Computer Science
4    Sports Management
5　Visual Arts

ESL 準学士 学士 修士 修了証

● ● ●

英語 IELTS  6.5 DUOLINGO 105
TOEFL iBT 79 TOEIC ー
TOEFL ITP 550 英検 ー
ITEP ー GTEC ー

GPA 2.0/4.0

設立年	 		1826 年	
住所	 		Fredonia,	NY
学生総数				3,600 人
留学生数	 		総数	 80 人
																						国籍数	 22 か国

マンハッタンのすぐ隣クィーンズ地区に
あるニューヨーク市立大学システムの一つ

*1 「CUNY」とは City University of New York を表します。
*2 「SUNY」とは State University of New York を表します。

*1 
*2 

※ 4 Term Pathway
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SUNY	Geneseo

 全 13 校からなる 4 年制ニューヨーク
州立大学群 (SUNY) の 1 校であるが、リ
ベラル・アーツ・カレッジとしての質
の高い教育が特徴。 大学の専攻は学士
と修士課程のみでリサーチよりも学生
への教育に比重を置く。アメリカ国内
の各紙でランキングに入るなど、教育
レベルの高さに定評があり特にビジネ
ス学部が有名。真面目で堅実な校風で
専攻を２つ以上とり卒業する学生も多
い。ハーバード大学やイェール大学な
どアイビー・リーグ系の大学院に進学
する学生もいる。

留学生に対してNo.1	トップバリューの
州立大学としてランクイン

取得可能学位

人気専攻 TOP5

入学要件

費用目安
合計 
奨学金 あり              　   
　　　　　＄5,000 ～＄9,000 　　　　
　　　　　（成績に準じる）

1　Biology 
2　Business
3　International Relations
4　Communications　  
5　Physics

ESL 準学士 学士 修士 修了証

● ●

設立年	 		1871 年	
住所	 		Geneseo,	NY
学生総数				5,600 人
留学生数	 		総数	 39 人
																						国籍数	 12 か国

英語 IELTS  6.5 DUOLINGO 105
TOEFL iBT 75 TOEIC ー
TOEFL ITP 539 英検 準 1 級
ITEP 3.7 GTEC ー

GPA 3.0/4.0

SUNY	New	Paltz

SUNY ニューパルツ校は、入学難易度
の高い総合大学。ニューヨークシティ
から 90 分と非常に利便性の良い立地で
大学キャンパスは小規模で治安がよく
活気ある大学生街に位置する。米国の
著 名 雑 誌 Kiplinger's Personal Finance
により、州外の学生に対する高等教育
において、全米第 14 位にランクする
トップバリューな大学、また費用対効
果の高い大学として 2 位にランクイン。

ニューヨークシティからバスで90分	!	
入学難易度の高い総合大学

設立年	 		1828 年	
住所	 		New	Paltz,	NY
学生総数				7,757 人
留学生数	 		総数	 200 人
																						国籍数	 35 か国

取得可能学位

人気専攻 TOP5

入学要件

費用目安
合計 
奨学金 なし

1　Business 
2　Computer Sciece
3　Visual Arts
4　International Relations 
5　Psychology

ESL 準学士 学士 修士 修了証

● ● ●

英語 IELTS  6.5 DUOLINGO 105
TOEFL iBT 80 TOEIC ー
TOEFL ITP ー 英検 ー
ITEP ー GTEC ー

GPA 3.0/4.0

SUNY	Oneonta

ニューヨーク州オネオンタにある全校
生徒約 6000 人の中規模州立大学。マン
ハッタンから車で３~ ４時間、州都オ
ルバニーまで 1 時間半、ナイアガラの
滝まで 4 時間の場所に位置し、ビジネ
ス、経済、音楽ビジネス、ファッショ
ンなどの学部に定評がある。ファッショ
ンの有名校 FIT との提携プログラムを
持ち、最後の 1 年間をマンハッタンで
学ぶ機会がある。東京ドームの約 21 倍
の広大なキャンパスにはデジタルプラ
ネタリウム、気象研究所、調音可能な
スタジオを含む３つのデジタルレコー
ディングスタジオといった最新鋭の施
設を備えている。

多様な学習機会を通しての
実践的な経験を重視！

取得可能学位

人気専攻 TOP5

入学要件

費用目安
合計 
奨学金 あり
                      ＄6,000 ～＄8,000
     　　        （成績に準じる）

1　Business Administration
2　Music Industry
3　Fashion and Textiles 
4　Media Studies 
5　Sports Management

ESL 準学士 学士 修士 修了証

● ●

英語 IELTS  6.0 DUOLINGO ー
TOEFL iBT 75 TOEIC ー
TOEFL ITP ー 英検 ー
ITEP 3.7 GTEC ー

GPA 3.0/4.0

設立年	 		1889 年	
住所	 		Oneonta,	NY
学生総数				6,751 人
留学生数	 		総数	 100 人
																						国籍数	 12 か国

SUNY	Oswego

SUNY オスウィゴ校は、約 700 エーカー
ほどの自然に囲まれた美しいキャンパ
スを持つ。大学の目の前にはオンタリ
オ湖が広がり、夏には泳いだりボート
に乗ったりとアウトドアアクティビ
ティが楽しめる。キャンパス内ではコ
ンサート、有名人のゲストトークなど
が 定 期 的 に 開 催 さ れ て い る。 学 生 は
170 のクラブや組織の中から好きなも
のに参加できるなど、友人や大学関係
の人たちとの交流の場を通して人との
つながりを広げるチャンスが多くある。

110 もの極めて多様な専攻と
世界的な評価が高い州立大学

設立年	 		1861 年
住所	 		Oswego,	NY
学生総数				8,000 人
留学生数	 		総数	 190 人			
　　　　　国籍数	 35 か国

取得可能学位

人気専攻 TOP5

入学要件

費用目安
合計 
奨学金 あり
                      ＄9,000 ～＄14,000
     　　        （成績に準じる）

1　Business 
2　Computer Science
3　Electrical and Computer 
　  Engineering
4　Broadcasting & 
　  Mass Communication
5　Biochemistry  

ESL 準学士 学士 修士 修了証

● ●

英語 IELTS  6.0 DUOLINGO 100
TOEFL iBT 71 TOEIC ー
TOEFL ITP ー 英検 ー
ITEP 4 GTEC ー

GPA 2.5/4.0

ア
メ
リ
カ

SUNY	Plattsburgh

SUNY プラッツバーグ校はカナダの国
際都市モントリオールへ車で 1 時間ほ
どの距離と近く、自然豊かな場所に位
置する。大学は中規模サイズの州立大
学でリベラルアーツ制をとっている。
現在約 70 ヵ国からの留学生が学ぶこの
キャンパスでは、実践的な学びや研究
の機会にあふれており、卒業生は万全
の準備をもって社会やその後の研究に
臨むことが出来る。

国際都市モントリオールに近く
ダイバーシティに富んだ大学

取得可能学位

人気専攻 TOP5

入学要件

費用目安
合計
奨学金     あり
                  ＄7,500 ～＄13,500
     　　     （成績に準じる）

1　Computer Science
2　Business Administration
3　Robotics
4　Accounting
5　Economics

ESL 準学士 学士 修士 修了証

● ● ●

英語 IELTS  6.5 DUOLINGO 105
TOEFL iBT 76 TOEIC ー
TOEFL ITP 540 英検 ー
ITEP ー GTEC ー

GPA 2.8/4.0

設立年	 		1889 年
住所	 		Plattsburgh,	NY	
学生総数					5,000 人
留学生数	 		総数	 300 人			
　　　　　国籍数	 60 か国

SUNY	Albany

""100 best values"" の大学の 1 つに選ば
れている大学。優秀な学生が集まり教
育水準も高く、学部課程卒業生の 3 分
の 2 以上が大学院課程に進学し、法科
大学院や医学大学院への合格率は全米
平均以上。ニューヨーク州都であるオ
ルバニーという立地を活かし、インター
ンシップの選択肢が豊富。また、世界
有数のナノテクノロジー研究施設があ
ることでも有名。

ニューヨーク州立大学の中心校の１つ
世界的に有名な研究型大学

取得可能学位

入学要件

費用目安
合計 
奨学金 あり
　　　　　＄5,000 ～＄17,500
　　　　　（成績に準じる）

1　Business
2　Engineering
3　Computer Scinece/
　  Cybersecurity
4　Political Science/
　  Public Policy/Globalization
 　 Studies/Economics
5　Psychology

ESL 準学士 学士 修士 修了証

● ● ●

英語 IELTS  6.0 DUOLINGO 95
TOEFL iBT 70 TOEIC ー
TOEFL ITP ー 英検 ー
ITEP ー GTEC ー

GPA 2.5/4.0

設立年	 		1844 年
住所	 		Albany,	NY
学生総数				17,300 人
留学生数	 		総数	 1,800 人
																						国籍数	 100 か国

Ohio	Northern	University

1871 年に設立された私立大学。卒業生
の 94% が 就 職 し、 オ ハ イ オ 州 で 1 位
を 獲 得（Zippia）。2020 年 の 米 国 中 西
部大学ランキングでは、「ベスト・カ
レッジ」5 位にも選ばれた（U.S. News 
& World Report）。学生と教授の比率は
13:1 と小さく、教授の 86% は博士号を
有し、質の高い教育を提供するカレッ
ジとして定評がある。

オハイオ州で就職率No.1 の
リベラルアーツカレッジ

取得可能学位

人気専攻 TOP5

入学要件

費用目安
合計 
奨学金 あり
　　　　　＄12,000 ～＄18,000
　　　　　（成績に準じる）

1　Mechanical Engineering
2　Computer Science
3　Accounting
4　Biology   
5　Business

ESL 準学士 学士 修士 修了証

● ● ●

英語 IELTS  6.0 DUOLINGO 105
TOEFL iBT 79 TOEIC ー
TOEFL ITP ー 英検 ー
ITEP ー GTEC 1201

GPA 2.75/4.0

設立年	 		1871 年
住所	 		Ada,	OH
学生総数				2,814 人
留学生数	 		総数	 73 人			
　　　　　国籍数	 26 か国

St.	Andrews	University

ノースカロライナ州ローリンバーグと
いう小さな町にある小規模なリベラル
アーツカレッジ。歴史的にスコットラ
ンドと関連があり、バグパイプによる
伝統音楽が有名。キャンパスの中央に
は約 70 エーカーもの湖があり、朝・昼
と姿を変えて美しく、落ち着いた環境。
乗馬にも力を入れており、女性の乗馬
者も多い。自己負担額が $16,000（授
業料 / 寮費 / 食費）と大変リーズナブ
ルなため費用をおさえたい人におすす
めの大学。

キャンパスに湖があり雄大な自然の中で
学べるリベラルアーツカレッジ

取得可能学位

人気専攻 TOP5

入学要件

費用目安
合計 
奨学金 あり
　　　　　 $21,080

1　Business
2　Sports Management
3　Sports Performance
　  Health & Fitness
4　Biology
5　Education  
 

ESL 準学士 学士 修士 修了証

● ●

英語 IELTS  5.5 DUOLINGO 85
TOEFL iBT 61 TOEIC ー
TOEFL ITP ー 英検 ー
ITEP ー GTEC ー

GPA 2.5/4.0

設立年	 		1896 年
住所	 		Laurinburg,	NC
学生総数				750 人
留学生数	 		総数	 85 人			
　　　　　国籍数	 28 か国

人気専攻 TOP5
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ア
メ
リ
カ

Oregon	State	University
(INTO)

 オレゴン州で最も評価の高い州立大学
の 1 つ。環境に恵まれたオレゴン州に
あることもあり環境学や森林学で世界
的に有名。ナイキの本社がある州で、
運動学も全米有数。パスウェイプログ
ラムが充実しているため進学がしやす
い名門大学。大学周辺の治安も抜群で
安心。クオーター制のため年に 3 ～ 4
回の入学タイミングがあり、認定・休
学留学を希望する学生にも人気。

オレゴン州で最高評価の
人気州立大学

取得可能学位

人気専攻 TOP5

入学要件

費用目安
合計 
奨学金 あり
　　　　　＄3,000 ～ $10,000
　　　　　（成績に準じる）

1　Computer Science
2　Engineering/Robotics 
3　Environmental Science
4　Business
5　Kinesiology

ESL 準学士 学士 修士 修了証

● ● ●

設立年	 		1868 年	
住所	 		Corvallis,	OR
学生総数				28,000 人
留学生数	 		総数	 3,401 人
																						国籍数	 100 か国

英語 IELTS  5.5 DUOLINGO 90
TOEFL iBT 60 TOEIC ー
TOEFL ITP ー 英検 ー
ITEP ー GTEC ー

GPA 2.5/4.0

Portland	State	University

オレゴン州最大の都市ポートランド中
心部にある州立総合大学。近年急速に
成長している大学で、研究型大学とし
ても知名度を上げている。大学周辺に
は多くのお店やカフェ、レストラン、
ナイトクラブ、ギャラリー、シアター、
美術館などがあり活気がある。パスウェ
イプログラムがあり進学しやすい。心
理学、公共衛生、ビジネス系分野で特
に人気。

ポートランド中心部にある
都市型州立総合大学

設立年	 		1946 年	
住所	 		Portland,	OR
学生総数				28,000 人
留学生数	 		総数	 2,000 人
																						国籍数	 78 か国

取得可能学位

人気専攻 TOP5

入学要件

費用目安
合計 
奨学金 あり
　　　　　＄3,000 ～ $10,000
　　　　　（成績に準じる）

1　Business
2　Sexuality studies 
3　Music
4　International & global studies
5　Urban & Public affairs

ESL 準学士 学士 修士 修了証

● ● ●

英語 IELTS  6.0 DUOLINGO 110
TOEFL iBT 71 TOEIC ー
TOEFL ITP ー 英検 ー
ITEP ー GTEC ー

GPA 3.0/4.0

Middle	Tennessee	
State	University

カントリーミュージック、医療、出版、
金融、運送業などの中心、テネシー州
の州都ナッシュビルから車で 30 分の場
所にある州立大学。1911 年に設立され、
500 エーカーもの広大なキャンパスは 9
つの単科大学から成り立ち、大学では
140 種類、大学院では 100 種類もの専
攻を提供。特に航空学、ビジネス、レコー
ディング産業が有名。

ナッシュビル郊外にある、
大規模で歴史ある州立総合大学

取得可能学位

人気専攻 TOP5

入学要件

費用目安
合計 
奨学金 あり
　　　　　＄4,000 ～ $16,000
　　　　　（成績に準じる）

1　Business
2　Actuarial Science
3　Engieering Technology
4　Psychology
5　Computer Science

ESL 準学士 学士 修士 修了証

● ● ●

英語 IELTS  5.5 DUOLINGO 85
TOEFL iBT 61 TOEIC ー
TOEFL ITP ー 英検 ー
ITEP 3.5 GTEC ー

GPA 3.0/4.0

設立年	 		1911 年	
住所	 		Murfreesboro,	TN
学生総数				22,000 人
留学生数	 		総数	 600 人
																						国籍数	 10 か国

ア
メ
リ
カ

Dixie	State	University（DSU）
(2022 年 7月より　
Utah	Tech	University に名称変更予定 )

DSU は 創 立 か ら 100 年 以 上 の 歴 史 が
あり、常にセントジョージの街の中心
的存在として、住人からも愛されてい
る大学。生徒数 12,000 の内 80% 以上
がユタ州から来ているアメリカ人であ
る為、生の綺麗な英語を話す学生達が
ほとんどで、留学生として本当のアメ
リカ生活を経験し英語を学ぶには最適
な 環 境 に あ る。 ま た、 大 学 規 模 の 拡
大 に 伴 い 2022 年 7 月 に は Utah Tech 
University と名称を変更する予定。

取得可能学位

人気専攻 TOP5

入学要件

費用目安
合計
奨学金     あり

　　　　 

1　Engineering
2　Computer Science 
3　Business
4　Exercise Science
5　Athletic Training

ESL 準学士 学士 修士 修了証

● ● ● ● ●

英語 IELTS  6.0 DUOLINGO 95
TOEFL iBT 68 TOEIC ー
TOEFL ITP ー 英検 ー
ITEP ー GTEC ー

GPA 2.5/4.0

設立年	 		1911 年
住所	 		St.	George,	Utah	
学生総数				12,000 人
留学生数	 		総数	 150 人			
　　　　　国籍数	 40 か国

University	of	Utah
(Shorelight)

ユタ大学は大自然に囲まれた雄大な
キャンパス。州都でもあるソルトレイ
クシティも近く、ビジネス関連科目に
は有利な立地。特に Entrepreneurship
には非常に強みを持っており、学生の
起業に対しての資金サポート制度など
も充実。同学部は全米第 9 位の名門学
部。

大自然に囲まれたキャンパスで
質の高い充実した学びを

取得可能学位

入学要件

費用目安
合計 
奨学金 なし

1　Business
2　Computer Science
3　Biology
4　Psychology
5　Mechanical Engineering

ESL 準学士 学士 修士 修了証

● ● ●

設立年	 		1850 年
住所	 		Salt	Lake	City,	UT
学生総数				33,080 人
留学生数	 		総数	 1,720 人
																						国籍数	 94 か国

Weber	State	University

キャンパスは、東京ドームの約 43 個分
の大きさを誇る。キャンパス近郊には
冬季オリンピックが開催されたスキー
リゾートや多くの州立公園があり一年
中広大な自然が楽しめる。大学周辺の
交通機関やイベントなども無料で利用
できるものが多く留学生には住みやす
い環境。学部では健康・医療系の専攻
が強い。

幅広く専攻が設けてあり、
かつ生活費もリーズナブルな州立大学

取得可能学位

人気専攻 TOP5

入学要件

費用目安
合計 
奨学金 あり
　　　　　 ＄2,000 ～ $8,000
　　　　　（成績に準じる）

1　Computer Science 
2　Business
3　Education
4　Communication
5　Exercise & Sport Science 

ESL 準学士 学士 修士 修了証

● ● ●

英語 IELTS  6.0 DUOLINGO 90
TOEFL iBT 61 TOEIC ー
TOEFL ITP ー 英検 ー
ITEP ー GTEC ー

GPA 2.5/4.0

設立年	 		1889 年
住所	 		Ogden,	UT
学生総数				29,774 人
留学生数	 		総数	 257 人			
　　　　　国籍数	 68 か国

人気専攻 TOP5

Gannon	University

五大湖の一つであるエリー湖のほとり
にあるカトリック系私立大学。学士号・
修士号・博士号のプログラムも提供し
ており、アカデミックプログラムが非
常に充実。キャンパスは街の中心にあ
り、すぐ側には政府機関や地元企業、
病院などがあり更には博物館、ギャラ
リー、劇場、レストランなども多く楽
しい学生生活を送ることができる。

エリー湖のほとりにある
歴史ある美しいキャンパス

取得可能学位

人気専攻 TOP5

入学要件

費用目安
合計 
奨学金 あり
　　　　　＄28,000  
 

1　Business
2　Computer Science
3　Mechanical Engineering
4　Cybersecurity
5　Nursing

ESL 準学士 学士 修士 修了証

● ● ●

英語 IELTS  6.0 DUOLINGO 100
TOEFL iBT 79 TOEIC ー
TOEFL ITP ー 英検 準1級
ITEP ー GTEC 1181

GPA 2.5/4.0

設立年	 		1925 年
住所	 		Erie,	PA
学生総数				4,600 人
留学生数	 		総数	 787 人			
　　　　　国籍数	 71 か国

英語 IELTS  6.0 DUOLINGO 95
TOEFL iBT 70 TOEIC 650
TOEFL ITP ー 英検 準1級
ITEP ー GTEC ー

GPA 2.5/4.0

University	of	North	Texas

グラミー賞を受賞したノラジョーンズ
の卒業校であるノーステキサス大学は
音 楽 が 世 界 的 に 有 名。 街 中 で は 年 に
1200 回ものコンサートが開催される。
大学内には NFL カウボーイの練習場が
あるなど最高の施設を整え大学内は 1
年中活気で溢れる。近年企業数が増え
拡大を続けるダラスエリアからも電車
で 40 分と非常にアクセスのよい立地。
親日家の学生が多く日本語を話す有名
な音楽の教授が在籍。

ダラス郊外のあらゆる学部に強い
活気のあるマンモス校

取得可能学位

人気専攻 TOP5

入学要件

費用目安
合計
奨学金     あり
　　　　 ＄1,000 ～ $12,000
　　　　（成績に準じる）

1　Music
2　Environmental Philosophy
3　Graphic Design
4　Business
5　Hosplitality

ESL 準学士 学士 修士 修了証

● ● ●

英語 IELTS  6.0 DUOLINGO 100
TOEFL iBT 79 TOEIC ー
TOEFL ITP ー 英検 ー
ITEP ー GTEC ー

GPA 2.5/4.0

設立年	 		1890 年
住所	 		Denton,TX
学生総数				42,000 人
留学生数	 		総数	 4,200 人			
　　　　　国籍数	 125 か国

1 年目：＄4,500 / 年　
　　　    高校の成績 4 以上（5 段階）
2 年目以降：＄7,000 / 年　
　　　　　    大学 1 年目の成績
                                      GPA3.2 以上 

留学生として本当のアメリカ生活を経験

※ 3 Term Pathway ※ 2 Term Pathway
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George	Mason	University
(INTO)	

バージニア州内に 4 つのキャンパスを
持つこの大学は首都ワシントン DC に
近い場所に位置する。大統領やファー
ストレディーなどが定期的に訪れ政治
や外交に携わる人材を育成するプログ
ラムが充実。なかでも Conflict Analysis 
and Resolution のプログラムは全米 1
位にランクインし多くのノーベル賞受
賞者を輩出する。

アメリカ合衆国、建国の父に
ちなんで名付けられた名門大学

取得可能学位

人気専攻 TOP5

入学要件

費用目安
合計 
奨学金 あり
　　　　　＄2,000 ～ $10,000
　　　　　（成績に準じる）

1　Conflict Analysis and 
　  Resolution 
2　Cybersecurity
3　Criminology
4　Economics
5　Public Policy

ESL 準学士 学士 修士 修了証

● ● ●

設立年	 		1972 年	
住所	 		Fairfax,	VA
学生総数				37,000 人
留学生数	 		総数	 4,700 人
																						国籍数	 170 か国

英語 IELTS  5.5 DUOLINGO 90
TOEFL iBT 60 TOEIC ー
TOEFL ITP ー 英検 ー
ITEP ー GTEC ー

GPA 2.3/4.0

American	University
(Shorelight)	

首都ワシントン DC という立地から、
政 治 学 や 国 際 関 係 学 の 分 野 が 有 名。
Princeton Review 誌で『全米で最も積
極的に政治的活動を行なっている学校』
の一つとして評価されている。 国際理
解を深めることに力を注いでおり、世
界的な学術賞や奨学金を授与されてい
る教授と共に世界から学生が集まって
いるため、学内の人種・民族構成は多
様性に満ちている。

アメリカの中心にある
入学するのが最も難関な名門大学

取得可能学位

人気専攻 TOP5

入学要件

費用目安
合計 

奨学金 なし

1　International Studies 
2　Political Science
3　Business Administration
4　Interdisciplinary Studies
5　Public Relations 
　  and Communication

ESL 準学士 学士 修士 修了証

● ● ●

設立年	 		1893 年	
住所	 		Washington,	DC
学生総数				14,500 人
留学生数	 		総数	 1,837 人
																						国籍数	 123 か国

英語 IELTS  6.0 DUOLINGO 100
TOEFL iBT 74 TOEIC ー
TOEFL ITP ー 英検 準 1 級
ITEP 4.0 GTEC ー

GPA 3.0/4.0

ア
メ
リ
カ

Gonzaga	University
(Shorelight)

NBA 八村選手の母校。リーダーシップ
や問題解決などの人格形成に焦点あて
たリベラルアーツ教育。教授と学生の
比率は 1：11 と非常に小さく、考える
力を養いながら濃い教育を受けること
ができる。ナショナルランキング 79 位
の名門校。 

設立年	 		1887 年	
住所	 		Spokane,	WA	 	
学生総数				7,295 人
留学生数	 		総数	 200 人
																						国籍数	 40 か国

取得可能学位

人気専攻 TOP5

入学要件

費用目安
合計 

奨学金 あり
　　　　　（成績に準じる）

1　Business   
2　Engineering  
3　Finance
4　Computer Science 
5　Accounting 

ESL 準学士 学士 修士 修了証

● ● ●

英語 IELTS  5.5 DUOLINGO 90
TOEFL iBT 68 TOEIC 650
TOEFL ITP ー 英検 準1級
ITEP 3.5 GTEC ー

GPA 2.5/4.0

活気のある街・美しい自然・
人間的な成長を感じられる名門校

Washington	State	University

大学がある街プルマンは、学生の街と
して活気があり年間を通して様々な
フェスティバルやコンサートが開催さ
れる。ホスピタリティプログラムでは
マリオット出資による専門的なプログ
ラムが組まれ大学内でワイン研究・製
造も行う。優秀な大学がゆえシアトル
市内にある企業が年に 2 回大学内に集
いキャリアフェアの場を設けるので就
職活動もしやすい環境と言える。大学
内スポーツも盛ん。

ワシントン州を代表する
大規模の州立総合大学

取得可能学位

人気専攻 TOP5

入学要件

費用目安
合計
奨学金     あり
　　　    ＄2,000 ～＄4,000
　　　　（成績に準じる） 

1　Business
2　Engineering
3　Architecture
4　Agriculture
5　Hospitality

ESL 準学士 学士 修士 修了証

● ● ●

英語 IELTS  6.5 DUOLINGO 105
TOEFL iBT 79 TOEIC ー
TOEFL ITP ー 英検 ー
ITEP ー GTEC ー

GPA 2.7/4.0

設立年	 		1890 年
住所	 		Pullman,	WA
学生総数					30,100 人
留学生数	 		総数	 2,128 人			
　　　　　国籍数	 90 か国

Marshall	University

フレンドリーな雰囲気と安全なキャン
パスには、人間としての学習と成長を
支援する、アカデミックとソーシャル
両面の施設やサービスが充実。学内に
は日本語専攻があり親日家が多くアシ
スタントとして授業に入る学生も多い。
パスウェイにはインターンが組み込ま
れ英語に加え実戦経験も積める。We are 
Marshall という映画は全米でも有名。

アットホームな雰囲気を兼ね備えた
親日的な総合大学

取得可能学位

入学要件

費用目安
合計 
奨学金 あり
　　　　　＄8,000 まで
　　　　　（成績に準じる）

1　Criminal Justice
2　Business/Economics
3　Computer Science
4　Public Health
5　Engineering

ESL 準学士 学士 修士 修了証

● ● ●

英語 IELTS  6.0 DUOLINGO 90
TOEFL iBT 61 TOEIC ー
TOEFL ITP ー 英検 ー
ITEP ー GTEC ー

GPA 2.0/4.0

設立年	 		1837 年
住所	 		Huntington,	WV
学生総数				13,200 人
留学生数	 		総数	 554 人
																						国籍数	 64 か国

人気専攻 TOP5

University	of	
Wisconsin	Superior

ウィスコンシン大学システムの中で、
リベラルアーツ教育に特化した大学。1
クラス当たりの学生数平均が 18 人とい
う少人数教育を行っている。コミュニ
ティサービスへの意欲が高い学生が多
く、地元民との交流が多く学外での活
動も盛ん。ウイスコンシン州は五大湖
に面しており、輸送系や生物学系に強
い。授業料や生活費が安く、かつ留学
生向けの奨学金が非常に充実している。

リベラルアーツ教育に特化した
ウィスコンシン大学キャンパス

取得可能学位

人気専攻 TOP5

入学要件

費用目安
合計 
奨学金 あり
　　　　　＄5,300 ～＄7,200
　　　　　（成績に準じる）

1　Business
2　Transportation 
　  and Logistics Management
3　Computer Science
4　Economics
5　Biology

ESL 準学士 学士 修士 修了証

● ●

設立年	 		1893 年
住所	 		Superior,	WI
学生総数				2,600 人
留学生数	 		総数	 250 人			
　　　　　国籍数	 49 か国

英語 IELTS  5.5 DUOLINGO 100
TOEFL iBT 61 TOEIC ー
TOEFL ITP ー 英検 準 1 級
ITEP 4 GTEC 1200

GPA 2.5/4.0

University	of	
Wisconsin	Stout

スタウト校は、20 best small towns in 
America にも選ばれたことのある治安
が良くフレンドリーな小さな町に位置。
ウィスコンシン大学の 1 校で、校舎名
は創設者であり政治家ジェームズ・ス
タウト氏に由来。数少ない工科大学で、
キャリアを重視した実践的な学習プロ
グラムを実行し、留学生の割合は約 3％
と少数で日本人は少ない。世界 11 位の
ホスピタリティプログラムを持つ。

治安が良くフレンドリーな
小さな町にある大学

取得可能学位

人気専攻 TOP5

入学要件

費用目安
合計 
奨学金 あり
　　　　　 $5,000
　　　　　（成績に準じる）

1　Business
2　Mechanical Engineering
3　Management
4　Hotel, Restaurant 
　  & Tourism Management
5　Entertainment Design

ESL 準学士 学士 修士 修了証

● ● ●

英語 IELTS  6.0 DUOLINGO 95
TOEFL iBT 70 TOEIC ー
TOEFL ITP ー 英検 ー
ITEP ー GTEC ー

GPA 2.5/4.0

設立年	 		1891 年
住所	 		Menomonie,	WI
学生総数				9,500 人
留学生数	 		総数	 150 人			
　　　　　国籍数	 30 か国

※ 2 Term Pathway ※ 2 Term Pathway

※ 2 Term Pathway
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College	of	the	Desert	

ロ サ ン ゼ ル ス か ら 車 で 2 時 間 ほ ど 内
陸のパームスプリングスに位置するカ
レッジ。小さな街のため物価が安く授
業 料 も リ ー ズ ナ ブ ル。 留 学 生 を 積 極
的に受入れていてサポートシステム、
2+2 の編入システムもしっかり整って
いる。費用を抑え 4 年制大学編入を考
えている学生にお勧め。

リゾート地で学ぶアットホームな
雰囲気のコミュニティカレッジ

取得可能学位

人気専攻 TOP5

入学要件

費用目安
合計 
奨学金 なし

1　Business Administration 
2　Computer Science
3　Biology 
4　Hospitality 
5　Computer Information 
　  Systems

ESL 準学士 学士 修士 修了証

● ● ●

設立年	 		1958 年	
住所	 		Palm	Desert,	CA
学生総数				12,500 人
留学生数	 		総数	 118 人
																						国籍数	 30 か国

英語 IELTS  4.5 DUOLINGO 70
TOEFL iBT 40 TOEIC ー
TOEFL ITP 450 英検 2 級
ITEP ー GTEC ー

GPA N/A

Diablo	Valley	College

カリフォルニア州バークレー校近郊に
あるカレッジ。安全でフレンドリーな
環境。提携の語学学校を修了すること
で英語スコア免除で入学が可能。また
レベルにより一部学部単位を取得す
ることもできるブリッジコースをオ
ファーする。UC 系との TAG プログラ
ムを始め、4 年制大学への編入プログ
ラムが整っている。

UCBerkley への編入を目指す学生が
多く集まるコミュニティカレッジ

設立年	 		1949 年	
住所	 		Pleasant	Hill,	CA
学生総数				23,000 人
留学生数	 		総数	 1,600 人
																						国籍数	 65 か国

取得可能学位

人気専攻 TOP5

入学要件

費用目安
合計 
奨学金 なし

1　Business/Business Adm.
2　Computer Science
3　Engineering
4　Biology
5　Architecture

ESL 準学士 学士 修士 修了証

● ●

El	Camino	College

ロサンゼルス国際空港から車で約 30 分
南下した落ち着いた住宅街にある大規
模カレッジ。周囲には日系企業が多く、
日系マーケットなども充実。リーズナ
ブルな授業料だが留学生へのサポート
＆編入サポートもしっかり整っている。
付属の語学学校（ECLA）も併設。映画
やファッション、コスメトロジー専攻
なども有名。

ロサンゼルスの中心地から
約 30分の好立地のカレッジ

取得可能学位

人気専攻 TOP5

入学要件

費用目安
合計 
奨学金 なし

1　Business
2　Studio Arts
3　Film/Cinema and Performing Arts
4　Fashion Design 
　  and Merchandizing
5　Physical Education/
　  Sport Science 

ESL 準学士 学士 修士 修了証

● ● ●

設立年	 		1947 年	
住所	 		Torrance,		CA
学生総数				32,000 人
留学生数	 		総数	 650 人
																						国籍数	 67 か国

Foothill	/	De	Anza	Colleges

サンフランシスコ郊外にある大規模校。
Foothill College と De Anza College は
姉妹校。TAG プログラムなどを利用し、
UC Berkeley を始め UC や USC へ編入を
目指す学生が多く通う。カリフォルニ
ア州では数少ないクォーター制をとっ
ている。シリコンバレーに近いためイ
ンターンシップの機会が豊富。

サンフランシスコ郊外の
クォーター制大規模校

設立年	 		1957 年
住所	 		Los	Altos	Hills/Cupertino,	CA
学生総数				15,000 人
留学生数	 		総数	 3,000 人			
　　　　　国籍数	 60 か国

取得可能学位

人気専攻 TOP5

入学要件

費用目安
合計 
奨学金 なし

1　Business
2　Engineering
3　Computer Science
4　Social Science
5　Biological Sciences

ESL 準学士 学士 修士 修了証

● ●

英語 IELTS  4.5 DUOLINGO 75
TOEFL iBT 45 TOEIC 620
TOEFL ITP 450 英検 2 級 A
ITEP 3 GTEC ー

GPA N/A

英語 IELTS  5.5 DUOLINGO 90
TOEFL iBT 61 TOEIC ー
TOEFL ITP 500 英検 2 級 A
ITEP 3.5 GTEC 1100

GPA N/A

英語 IELTS  6.0 DUOLINGO 95
TOEFL iBT 61 TOEIC ー
TOEFL ITP ー 英検 2 級
ITEP 4 GTEC 1100

GPA N/A

★

★
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	Glendale	Community	College

最先端の技術と設備、研究施設および
指導方法を取り入れている質の高いカ
レッジで、学生への編入サポート・コー
ス履修に関して的確なアドバイスを受
けることが出来る。留学生が積極的に
活動しており、毎年春のファッション
ショーや、インターナショナルウィー
クなどで活躍している。

LA 郊外でダンス・航空学などの
ユニークな専攻をもつカレッジ

取得可能学位

人気専攻 TOP5

入学要件

費用目安
合計
奨学金     要問い合わせ

1　Animation/Design
2　Aviation (with Flight 
　  Attendant  concentration)  
3　Business Administration
4　Computer Science/
　  Information Systems
5　Dance & Theatre/
　  Performing Arts  
 

ESL 準学士 学士 修士 修了証

● ● ●

英語 IELTS  4.5 DUOLINGO 75
TOEFL iBT 45 TOEIC ー
TOEFL ITP 450 英検 2 級
ITEP ー GTEC ー

GPA 2.0/4.0

設立年	 		1927 年
住所	 		Glendale,	CA
学生総数				15,000 人
留学生数	 		総数	 600 人			
　　　　　国籍数	 50 か国

Grossmont	College

世界 80 カ国以上の留学生が集まり、イ
ンターナショナルクラブを始め、カレッ
ジ付属の語学プログラムなど留学生へ
のサポートが充実している。キャンパ
スからはサンディエゴダウンタウンま
で 15 分、ビーチに 20 分、山々に 45 分
と都会と自然両方を楽しめる好立地。カ
リフォルニア大学サンディエゴ校とサン
ディエゴ州立大学に編入する留学生数が
トップ。

サンディエゴ郊外の
コミュニティカレッジ

取得可能学位

人気専攻 TOP5

入学要件

費用目安
合計 
奨学金 なし

1　Business Administration
2　Computer Science
3　International Business
4　Marketing 
5　Economics

ESL 準学士 学士 修士 修了証

● ● ●

設立年	 		1961 年
住所	 		El	Cajon,	CA
学生総数				18,000 人
留学生数	 		総数	 600 人
																						国籍数	 80 か国

Merced	College

マーセッド・カレッジは、サンフラン
シスコから車で約 2 時間半の有名なヨ
セミテ公園の近くにある 2 年制大学。
自然に恵まれた緑豊かな街の中にある
この大学では、70 以上の専攻を幅広く
設け 4 年制大学の編入コースにおいて
も毎年数多くの編入生を輩出。マーセッ
ド大学より 10 分ほどの UC Merced が
設立した際にも、カレッジ各関係者が
協力をし、パートナーシップを築き上
げた。※語学コースからの条件付き入
学のみ手配可。

スポーツ関連の専攻に強い
コミュニティカレッジ

取得可能学位

人気専攻 TOP5

入学要件

費用目安
合計 
奨学金 なし

1　Business
2　Kinesiology
3　General Studies
4　Social Behavior
5　Psychology 

ESL 準学士 学士 修士 修了証

● ● ●

英語 IELTS  5.0 DUOLINGO ー
TOEFL iBT 45 TOEIC ー
TOEFL ITP ー 英検 2級A
ITEP ー GTEC ー
 

GPA N/A

設立年	 		1962 年
住所	 		Merced,	CA
学生総数				11,000 人
留学生数	 		総数	 120 人			
　　　　　国籍数	 14 か国

Lake	Tahoe	
Community	College

春秋はハイキングやサイクリング、夏
はウォータースポーツ、冬は湖周囲の
スキー・リゾートと、通年で大自然を
堪能できるタホ湖近郊のコミュニティ
カレッジ。ビジネスや自然科学など、
31 種類の準学士号と 28 種類の修了証
を提供。カリフォルニア州には少ない
クォーター制のカレッジで大学編入
コースもあり費用も抑えられる。

春夏秋冬を通して楽しめる
リゾート・タホ湖に近いコミカレ

取得可能学位

人気専攻 TOP5

入学要件

費用目安
合計 
奨学金 なし

1　Business Administration
2　Psychology
3　Environmental 
　  Technology and Sustainability
4　Spanish
5　Arts/Humanitlies

ESL 準学士 学士 修士 修了証

● ●

設立年	 		1975 年
住所	 		South	Lake	Tahoe,	CA	
学生総数				3,000 人
留学生数	 		総数	 60 人			
　　　　　国籍数	 25 か国

英語 IELTS  5.5 DUOLINGO 85
TOEFL iBT 55 TOEIC ー
TOEFL ITP ー 英検 ー
ITEP 3.5 GTEC 1055

GPA N/A

英語 IELTS  4.5 DUOLINGO 75
TOEFL iBT 45 TOEIC ー
TOEFL ITP ー 英検 2 級 A
ITEP ー GTEC ー

GPA N/A



30 31

ア
メ
リ
カ

Mission	College

スタンフォード大学や Apple, Google
など有名な 4 年制大学・ハイテク企業
の本社が集うシリコンバレー。キャン
パスはシリコンバレーの首都と呼ばれ
る大都市サンノゼに隣接しサンフラン
シスコまでは車で 1 時間の好立地。4
年制大学へ編入をする学生が多く、編
入する学生の 64% はカリフォルニア州
立大学へ、15% の学生はカリフォルニ
ア大学へ編入をしている。

シリコンバレー中心部にある
コミュニティカレッジ

取得可能学位

人気専攻 TOP5

入学要件

費用目安
合計 
奨学金 なし 

1　Computer Inforamtion 
       System
2　Computer Network
　   Technology
3　Business 
4　Communication studies
5　Liberal Arts  
 

ESL 準学士 学士 修士 修了証

● ● ●

設立年	 		1975 年	
住所	 		Santa	Clara,	CA
学生総数				7,900 人
留学生数	 		総数	 296 人
																						国籍数	 33 か国

英語 IELTS  6.0 DUOLINGO 90
TOEFL iBT 61 TOEIC ー
TOEFL ITP ー 英検 2級A
ITEP ー GTEC 1190

GPA

Orange	Coast	College

カリフォルニア州 LA 郊外オレンジカウ
ンティーに位置し、世界で最も美しい
ビーチに近く、LA ダウンタウンへは車
で 1 時間半、南のサンディエゴへは 2
時間というアクセスの良い立地。また、
ディズニーランドまでは 10 分の距離に
あり、1 年中過ごしやすい気候も魅力。
2020 年秋学期からはオンキャンパスの
寮が利用可能になり留学生には非常に
生活しやすい環境。

設立年	 		1947 年	
住所	 		Costa	Mesa,	CA
学生総数				25,000 人
留学生数	 		総数	 1,280 人
																						国籍数	 75 か国

取得可能学位

人気専攻 TOP5

入学要件

費用目安
合計 
奨学金 なし

1　Business 
2　Liberal Arts
3　Economics
4　Engineering
5　Computer Science

ESL 準学士 学士 修士 修了証

● ● ●

Palomar	College

都市部へ車で 45 分、美しいビーチには
20 分でアクセス可能。自然と都会を両
方体験でき、さらに周辺環境としても
治安の良いアットホームな地域。街自
体は小さめだがキャンパス近郊ではバ
ス・電車が利用でき移動が便利。ファッ
ションや映画学などにも力を入れてい
て実技中心のカリキュラムを実施。

南カリフォルニア
サンディエゴカウンティにある郊外のカレッジ

取得可能学位

人気専攻 TOP5

入学要件

費用目安
合計 
奨学金 なし

1　Business administration/
　  management
2　Biology
3　Computer Science/
　  Information Systems 
4　Fashion Design/
　  Merchandising
5　Psychology

ESL 準学士 学士 修士 修了証

● ●

設立年	 		1946 年	
住所	 		San	Marcos,	CA
学生総数				18,000 人
留学生数	 		総数	 280 人
																						国籍数	 37 か国

Santa	Barbara	City	College		

全 米 の コ ミ カ レ ラ ン キ ン グ（Aspen 
Research Institute2013）で 1 位受賞経
験のあるカレッジ。観光地としても知
られるリゾートタウンに位置しスペイ
ン調の建物からは海も臨める。全米の
名門大学への編入プログラム、広範囲
にわたる職業専門フィールド、一般教
養など 100 以上のコースがある。

リゾートタウンに位置し
海が臨める素敵なキャンパス	

設立年	 		1909 年
住所	 		Santa	Barbara,	CA
学生総数				13,000 人
留学生数	 		総数	 1,000 人			
　　　　　国籍数	 70 か国

取得可能学位

人気専攻 TOP5

入学要件

費用目安
合計 
奨学金 なし

1　Business 
2　Liberal Studies
3　Film Production
4　Computer Science
5　Sociology

ESL 準学士 学士 修士 修了証

● ● ●

英語 IELTS  5.5 DUOLINGO 90
TOEFL iBT 60 TOEIC 850
TOEFL ITP ー 英検 準 1 級
ITEP 3.0 GTEC 1030

GPA 2.0/4.0

英語 IELTS  5.5 DUOLINGO 90
TOEFL iBT 61 TOEIC ー
TOEFL ITP 500 英検 2級A
ITEP 3.5 GTEC 1051

GPA

英語 IELTS  5.0 DUOLINGO 75
TOEFL iBT 47 TOEIC ー
TOEFL ITP ー 英検 2級A
ITEP 3.5 GTEC 900

GPA N/A

留学生への優れたサポート体制のもと
一流大学への高い編入率
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		Santa	Monica	College

110 以 上 も の 専 攻 が あ り、 約 34,000
人の学生が学ぶ最大規模のカレッジ。
UCLA、UC Irvine 等への編入を希望す
る州内外の学生に人気がある。留学生
数も全米の単独カレッジとしては最大
規模。70 以上のクラブ活動があり、イ
ベントやアクティビティが豊富。成績
優秀者のみの Honors College があり名
門校を目指す学生に人気。

UC,CSU への編入者数トップの
カリフォルニア州最大規模のカレッジ

取得可能学位

人気専攻 TOP5

入学要件

費用目安
合計
奨学金     なし

1　Business, Management 
　  and Marketing
2　Visual and Performing Arts 
3　Human Sciences 
4　Science Technologies 
5　Social Sciences

ESL 準学士 学士 修士 修了証

● ● ●

設立年	 		1927 年
住所	 		Santa	Monica,	CA
学生総数　34,000 人
留学生数	 		総数	 3,000 人			
　　　　　国籍数	 110 か国

Santa	Rosa	Junior	College

自然が美しいソノマカウンティに位置す
る歴史あるカレッジ。校内にはワインも
生産しているブドウ園、博物館、プラネ
タリウム、最新の設備を備えた教室やラ
ボがある。UC や USC への編入率も州内
トップクラスで、留学生サポートも整っ
ている。

100 年の歴史がある
米国内屈指のコミュニティカレッジ

取得可能学位

入学要件

費用目安
合計 
奨学金 なし

1　Business
2　Computer Science
3　Engineering
4　Communication Studies
5　Agriculture/
　  Natural Resources

ESL 準学士 学士 修士 修了証

● ● ●

設立年	 		1918 年
住所	 		Santa	Rosa,	CA
学生総数				20,000 人
留学生数	 		総数	 170 人
																						国籍数	 50 か国

West	Hills	College

カリフォルニア州の大都市、ロサンゼ
ルス、サンフランシスコいずれも車で
約 3 時間離れたコーリンガという町に
あるカレッジ。大都市から離れた自然
が綺麗でとても落ち着いた環境。カレッ
ジも小規模でアットホーム。気候が良
くサポートがありしっかりと学びたい
学生には最高のカレッジと言える。

カリフォルニア州のコミュニティカレッジ
では珍しく寮がある大学

取得可能学位

人気専攻 TOP5

入学要件

費用目安
合計 
奨学金 なし

1　Business
2　Computer Science
3　Early Childhood Education
4　Liberal Arts & Humanities
5　Social Science

ESL 準学士 学士 修士 修了証

● ● ●

英語 IELTS  ー DUOLINGO ー
TOEFL iBT ー TOEIC ー
TOEFL ITP ー 英検 ー
ITEP ー GTEC ー
現地テスト 

GPA N/A

設立年	 		1932 年
住所	 		Coalinga,	CA
学生総数				1,200 人
留学生数	 		総数	 15 人			
　　　　　国籍数	 7 か国

Skyline	College

サンフランシスコ市内まで車で 15 分ほ
どの距離にある学校。シリコンバレー
中心地に位置しているため、先端 IT 企
業でのインターンシップの機会が豊富。
また、通常 4 年制大学にしかないよう
な 3D プリンターやレーザーカッター
を駆使した最新の実験室 / 研究所があ
り、STEM プログラムが充実。

シリコンバレーの中心地にあり
STEMの専攻が充実したカレッジ

取得可能学位

人気専攻 TOP5

入学要件

費用目安
合計 
奨学金 なし

1　Buisness
2　Biotechnology
3　Computer Science
4　International Studies 
5　Engineering

ESL 準学士 学士 修士 修了証

● ● ●

設立年	 		1969 年
住所	 		San	Bruno,	CA
学生総数				10,000 人
留学生数	 		総数	 250 人			
　　　　　国籍数	 79 か国

英語 IELTS  5.5 DUOLINGO 85
TOEFL iBT 56 TOEIC ー
TOEFL ITP ー 英検 2 級 A
ITEP ー GTEC 1055

GPA N/A

英語 IELTS  6.0 DUOLINGO 85
TOEFL iBT 61 TOEIC ー
TOEFL ITP ー 英検 2 級 A
ITEP GTEC 1100

GPA N/A

英語 IELTS  5.0 DUOLINGO 75
TOEFL iBT 45 TOEIC ー
TOEFL ITP 500 英検 2 級 A
ITEP 3 GTEC ー

GPA 2.0/4.0

人気専攻 TOP5

3.5 ～
       3.9
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College	of	Central	Florida

多くの留学生が生活する、大学に隣接
された学生アパートでは、成績優秀者
向けの割引あり。小さな街だが徒歩圏
内には多くのショッピングモールがあ
り、自転車やバスを利用すれば、簡単
に市内の移動が可能。学校は 50 以上の
専攻がありフロリダ大学をはじめとし
編入にも力を入れている。またインター
ナショナルへのサポートも充実してい
てアットホーム。

観光客が訪れるオーランドから車で
１時間のところにあるコミュニティカレッジ

取得可能学位

人気専攻 TOP5

入学要件

費用目安
合計 
奨学金 なし

1　Business
2　Marketing 
3　Liberal Arts
4　Education 
5　Health Professions

ESL 準学士 学士 修士 修了証

● ● ●

設立年	 		1957 年	
住所	 		Ocala,	FL
学生総数				8,000 人
留学生数	 		総数	 100 人
																						国籍数	 40 か国

英語 IELTS  5.5 DUOLINGO ー
TOEFL iBT 61 TOEIC ー
TOEFL ITP ー 英検 2級A
ITEP ー GTEC ー

GPA N/A

Hillsborough	Community	
College	

世界各国からの留学生が集まり、親身
な留学生へのサポートが魅力な大規模
カレッジ。キャンパスに隣接している
学生アパートもあり、安心して学業に
励むことができる。4 年制大学への編
入サポート、また日本の大学を休学し
て留学する学生向けのオプションも用
意されている。日本人スタッフもいて
安心。

温暖な気候のフロリダ州タンパの
コミュニティカレッジ

設立年	 		1968 年	
住所	 		Tampa,	FL
学生総数				44,000 人
留学生数	 		総数	 310 人
																						国籍数	 70 か国

取得可能学位

人気専攻 TOP5

入学要件

費用目安
合計 
奨学金 なし

1　Business
2　Engineering / 
　  Computer Science
3　Liberal Arts and Sciences
4　Hospitality
5　Health Sciences

ESL 準学士 学士 修士 修了証

● ●

Kapi'olani	Community	
College

ハワイ大学系列のカレッジの 1 校でハ
ワイ大学への編入希望者が多い。ハワ
イという立地からホテル学や観光学な
どの専攻が人気。日本と馴染みが深く
日本人留学生がやや多い。フラダンス
やハワイ語などハワイならではの学び
も提供している。キャンパスはダイヤ
モンドヘッド入口のむかいにありワイ
キキからも行きやすく便利。

ハワイ	オアフ島にある
日本人に大人気のコミュニティカレッジ	

取得可能学位

人気専攻 TOP5

入学要件

費用目安
合計 
奨学金 なし

1　Liberal Arts 
2　Hospitality and Tourism
3　Culinary Arts
4　Natural Science
5　Accounting

ESL 準学士 学士 修士 修了証

● ● ●

設立年	 		1946 年	
住所	 		Honolulu,	HI
学生総数				6,700 人
留学生数	 		総数	 693 人
																						国籍数	 39 か国

Leeward	Community	College

パールハーバー奥に位置する、ハワイ
大学系列のコミュニティカレッジ。毎
年多くの学生がハワイ大学マノア校へ
編入している。ハワイの大学には珍し
く日本人の学生が比較的少ない点と校
舎が郊外にあるため滞在費も抑えられ
る点でお勧め。また大学からは真珠湾
が見渡せ、周辺には歴史にまつわる施
設などが多く、歴史を学びたい学生に
は最適な立地。

設立年	 		1968 年
住所	 		Pearl	City,	HI
学生総数				6,600 人
留学生数	 		総数	 65 人			
　　　　　国籍数	 26 か国

取得可能学位

人気専攻 TOP5

入学要件

費用目安
合計 
奨学金 なし

1　Liberal Arts 
2　Business Management / 
　  Accounting / Travel Industry 
　  Management
3　Hawaiian Studies
4　Culinary Arts 
5　Information & Computer 
　  Science   

ESL 準学士 学士 修士 修了証

● ● ●

英語 IELTS  5.5 DUOLINGO 85
TOEFL iBT 61 TOEIC ー
TOEFL ITP 500 英検 2 級 A
ITEP ー GTEC 1051

GPA N/A

英語 IELTS  5.5 DUOLINGO 90
TOEFL iBT 61 TOEIC ー
TOEFL ITP 500 英検 2 級 A
ITEP 4.0 GTEC 1051

GPA N/A

英語 IELTS  6.0 DUOLINGO 95
TOEFL iBT 61 TOEIC 650
TOEFL ITP 500 英検 2 級 A
ITEP ー GTEC 1080

GPA N/A

真珠湾奥に位置する
ハワイ大学系列のコミュニティカレッジ

ア
メ
リ
カ

Moraine	Valley	
Community	College

シカゴのダウンタウンから車で 20 分
ほどのパロスヒルズにある。学生のサ
ポートシステムも充実しており、初め
て の 海 外 で も 心 強 い。 学 科 も 140 以
上あり、幅広く選択できる。学部課程
に必要なスコアがない場合は、スコア
の提出をせず現地到着後に実施される
Placement test の結果に応じて、ESL ま
たは大学のコースを受講できるかを決
めることが可能。

イリノイ州にある大学への
編入プログラムが充実のカレッジ

取得可能学位

人気専攻 TOP5

入学要件

費用目安
合計
奨学金     なし

1　Engineering 
2　Business 
3　Computer Science 
4　Biology 
5　Chemistry 

ESL 準学士 学士 修士 修了証

● ● ●

設立年	 		1967 年
住所	 		Palos	Hills,	IL
学生総数　16,000 人
留学生数	 		総数	 150 人			
　　　　　国籍数	 48 か国

Truckee	Meadows	
Community	College

ネバダ州リノに位置する、コミュニティ
カレッジ。メインキャンパス（Dandini 
Campus）は標高が高く景観が美しいと
評判あり。50 を超える研究分野と 160
種類以上の準学士号や認定資格制度を設
けており、特に調理学や看護学、エネル
ギー工学などに力を入れている。ネバダ
大学リノ校とネバダ大学ラスベガス校を
編入先大学として提携している。

ラスベガスに次いでカジノで有名な
都市リノにあるキャンパス

取得可能学位

入学要件

費用目安
合計 
奨学金 なし

1　Liberal Arts and Humanities
2　Lab Technician
3　Nursing Assistant
4　Emergency Medical 
　  Technician (EMT Paramedic)
5　Business

ESL 準学士 学士 修士 修了証

● ● ●

設立年	 		1971 年
住所	 		Reno,	NV
学生総数				18,400 人
留学生数	 		総数	 128 人
																						国籍数	 30 か国

SUNY	Mohawk	Valley	
Community	College

学生へのサポート力がしっかりとして
おり、職業訓練コースや、４年制大学
編入向けのプログラムもあり、最新施
設を揃えた学校。また留学生向けのオ
フィスも設けており、困ったことがあ
れば柔軟に対応をしてくれる。２年制
大学ではあまりない、多彩な専攻が提
供されています。SUNY 系列の為、多
くの学生がニューヨーク州立大学へ編
入している。

ニューヨーク州で最初に設立された
歴史あるコミュニティカレッジ

取得可能学位

人気専攻 TOP5

入学要件

費用目安
合計 
奨学金 なし

１　Business
２　Digital Animation
３　Digital Media & Marketing
４　Hotel Technology
５　Sports management

ESL 準学士 学士 修士 修了証

● ● ●

英語 IELTS  5.5 DUOLINGO 90
TOEFL iBT 61 TOEIC ー
TOEFL ITP ー 英検 ー
ITEP ー GTEC ー
 

GPA

設立年	 		1946 年
住所	 		Utica,	NY
学生総数				6,500 人
留学生数	 		総数	 65 人			
　　　　　国籍数	 30 か国

SUNY	Fulton-Montgomery
Community	College

最も大きな州立公園の近くに位置する
キャンパスでは、アウトドアスポーツ
が盛ん。自然に囲まれた環境でアット
ホームなキャンパスのため、のびのび
と生活ができる。キャンパス近郊にスー
パー、銀行、郵便局などがあり生活に
必要なものは揃う。規模が小さいカレッ
ジだが多くの科学・テクノロジー・アー
ト系のコースを提供している。

取得可能学位

人気専攻 TOP5

入学要件

費用目安
合計 
奨学金 なし

１　Business
２　Computer Networking & 
　　Cybersecurity
３　Criminal Justice
４　Early Childhood Education
５　Entertainment technology

ESL 準学士 学士 修士 修了証

● ● ●

設立年	 		1963 年
住所	 		Johnstown,	NY
学生総数				2,800 人
留学生数	 		総数	 100 人			
　　　　　国籍数	 30 か国

英語 IELTS  5.5 DUOLINGO 85
TOEFL iBT 61 TOEIC ー
TOEFL ITP ー 英検 準１
ITEP 4 GTEC ー

GPA

英語 IELTS  6.0 DUOLINGO 90
TOEFL iBT 61 TOEIC ー
TOEFL ITP ー 英検 2級A
ITEP 3.7 GTEC 1075

GPA

英語 IELTS  5.5 DUOLINGO ー
TOEFL iBT 71 TOEIC ー
TOEFL ITP ー 英検 ー
ITEP ー GTEC ー

GPA N/A

人気専攻 TOP5

小規模で多くの科学・テクノロジー系の
コースを提供するコミュニティカレッジ
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Portland	Community
College

オレゴン州最大の都市ポートランド中
心部にあるコミュニティカレッジ。主
なキャンパスは 4 つあり、無料のシャ
トルバスが巡回しているのでどのキャ
ンパスでも自由に履修可能。留学生用
にアカデミックアドバイザーが 5 人い
るため留学生特有の悩みを含めた相談
がしやすい環境。オレゴン州内の主要
大学を中心に、編入提携も多数。英語
スコア無しで出願可能。

大都市ポートランド中心部にある
大規模コミュニティカレッジ	

取得可能学位

人気専攻 TOP5

入学要件

費用目安
合計 
奨学金 なし

1　Web Page and Digital
  　Design
2　Computer Programming
3　Accounting
4　Business 
5　Engineering

ESL 準学士 学士 修士 修了証

● ● ●

設立年	 		1961 年	
住所	 		Portland,	OR
学生総数				50,000 人
留学生数	 		総数	 600 人
																						国籍数	 55 か国

英語 IELTS  5.5 DUOLINGO 95
TOEFL iBT 61 TOEIC ー
TOEFL ITP ー 英検 準 1 級
ITEP 4.0 GTEC 1076

GPA N/A

Snow	College	

ソルトレイクシティから車で 2 時間ほ
どの田舎町に位置するカレッジ。治安
も良く物価も安く費用を抑えた留学が
可能。四季を感じられる環境で安心し
て学ぶことができる。留学生サポート
も整っており、寮滞在が可能で、コミュ
ニティカレッジには珍しくミールプラ
ンも完備なので留学生には非常に生活
しやすい環境。 

リーズナブルな費用で通える
ユタ州のコミュニティカレッジ

設立年	 		1888 年	
住所	 		Ephraim,	UT
学生総数				5,000 人
留学生数	 		総数	 145 人
																						国籍数	 42 か国

取得可能学位

人気専攻 TOP5

入学要件

費用目安
合計 
奨学金 なし

1　Business Administration 
2　Software Engineering
3　Engineering (mechanical, 
　  chemical, civil, electrical)
4　Computer Science
5　Communication

ESL 準学士 学士 修士 修了証

● ● ●

Bellevue	College

ワシントン州にあるベルビューカレッ
ジはシアトルから車で 10 分程のところ
に位置し、準学士号の他に 12 の専攻
で学士号が取得出来るハイブリッドカ
レッジである。ベルビューは全米でもっ
とも安全な都市 3 位に選ばれ、更には
レストランや娯楽もあり住みやすい町
としても知られている。ワシントン州
の大学は 4 学期制を採用しているので
年 4 回入学出来るのも魅力。

全米でもっとも安全な都市 3位
ベルビューに位置するカレッジ

取得可能学位

人気専攻 TOP5

入学要件

費用目安
合計 
奨学金 なし

1　Business
2　Engineering
3　Computer Science
4　Liberal Arts
5　Science

ESL 準学士 学士 修士 修了証

● ● ● ●

設立年	 		1946 年	
住所	 		Bellevue,	WA
学生総数				29,600 人
留学生数	 		総数	 1,040 人
																						国籍数	 62 か国

Cascadia	College

ワシントン州シアトルから約 20km 郊
外の Bothell にある州立大学。1990 年
に設立された University of Washington 
Bothell 校（ワシントン大学ボセル校）
と同じ敷地内にあり、大学の施設も使
うことができる。4 年制大学への編入
に も 力 を い れ て お り、 現 在 留 学 生 は
35 ヶ国から約 300 人で、70％の学生が
4 年制大学へ編入している。ワシント
ン大学への編入もダントツ 1 位。

名門University	of	Washington への
編入を考えている留学生に定評

設立年	 	2000 年
住所	 	Bothell,	WA	
学生総数				3,000 人
留学生数	 		総数	 300 人			
　　　　　国籍数	 35 か国

取得可能学位

入学要件

費用目安
合計 
奨学金 あり
　　　　　 要問い合わせ  
 

人気専攻 TOP5
1　Computer and Electrical 
　  Engineering
2　Business
3　Humanities
4　Environmental/
　  Earth Sciences
5　Biological Sciences

ESL 準学士 学士 修士 修了証

● ● ●

英語 IELTS  6.0 DUOLINGO 91
TOEFL iBT 63 TOEIC ー
TOEFL ITP ー 英検 ー
ITEP ー GTEC ー

GPA N/A

英語 IELTS  6.0 DUOLINGO 95
TOEFL iBT 61 TOEIC ー
TOEFL ITP ー 英検 ー
ITEP ー GTEC ー

GPA 2.0/4.0

英語 IELTS  6.0 DUOLINGO 95
TOEFL iBT 70 TOEIC ー
TOEFL ITP ー 英検 準 1 級
ITEP 4 GTEC ー

GPA N/A

ア
メ
リ
カ

Edmonds		College

シアトルから北に車で 25 分程の安全で
閑静な緑豊かな 2 年制州立大学。付近
にはアパートや銀行、郵便局、レスト
ランなどをはじめ様々なお店が徒歩圏
内にあるのでとても便利な環境。エド
モンズビーチには車で 10 分、カナダの
大都市バンクーバーにも、車で約 2 時
間の住みやすい街。またアパートメン
ト形式の学生寮も完備。多くの学生は
4 年制大学編入コースに在籍しており、
州内の大学をはじめ、全米に進学して
いる。

セントラルワシントン大学との
ユニークなプログラムが評判

取得可能学位

人気専攻 TOP5

入学要件

費用目安
合計
奨学金     あり
　　　　＄300 ～ $1,000  
 

1　Business 
2　Accounting
3　Computer Science
4　Engineering 
5　Natural Sciences

ESL 準学士 学士 修士 修了証

● ● ●

設立年	 		1967 年
住所	 		Lynnwood,	Washington	
学生総数				10,600 人
留学生数	 		総数	 1,100 人			
　　　　　国籍数	 64 か国

Green	River	College	

シアトルから 40 分の所に位置する 2 年
制州立大学。140 エーカーもの広さをも
つキャンパスは、常緑樹や木々に囲まれ
た小道、新しい施設に囲まれ、学業に最
高の環境。2013 年度ポール・サイモン・
アワードにて、質の高い学校に送られる

「統括的なキャンパスの国際化」の部門
で受賞のカレッジ。

名門大学への編入実績と
留学生へサポートが充実。

取得可能学位

入学要件

費用目安
合計 
奨学金 要問い合わせ

1　Business/Economics
2　Engineering
3　Computer Science/IT 
4　Aviation
5　International Relations

ESL 準学士 学士 修士 修了証

● ● ● ●

設立年	 		1963 年
住所	 		Auburn,	WA
学生総数				10,000 人
留学生数	 		総数	 1,600 人
																						国籍数	 60 か国

North	Seattle	College

ノースシアトルカレッジはシアトルダ
ウンタウンから北へ 15 キロの距離に
あり、バスで 20 分ほどの便利で安全
な住宅地に位置している。大学内には、
ジムや図書館、カフェテリア、無料の
チューターセンターがある。４年制大
学への編入プログラムにも力を入れて
おり、編入保証プログラムを経て編入
する学生も多い。更には STEM (Science, 
Technology, Engineering, Math) の専攻
に力をいれている。

シアトル北部の便利で安全な
住宅地にあるコミュニティカレッジ

取得可能学位

人気専攻 TOP5

入学要件

費用目安
合計 
奨学金 あり
　　　　　 $500 ～ $1,000

1　Business
2　Engineering
3　Science
4　IT
5　Accounting 

ESL 準学士 学士 修士 修了証

● ● ●

英語 IELTS  6.0 DUOLINGO ー
TOEFL iBT 72 TOEIC ー
TOEFL ITP ー 英検 ー
ITEP ー GTEC ー
 

GPA N/A

設立年	 		1970 年
住所	 		Seattle,	Washington	
学生総数				6,500 人
留学生数	 		総数	 500 人			
　　　　　国籍数	 57 か国

Highline	College

シアトルのダウンタウンから車で 20 分
ほどの立地で、自然に囲まれながらも
便利なロケーション。カレッジでは珍
しく国籍制限を設けている。準学士号
取得、また一部の専攻では学士号取得
も可能な他、短期留学に対応するプロ
グラムの準備もある。卒業後、日本の
提携大学への単位移行も可能。

短期留学から学士号取得まで
幅広く対応するコミュニティカレッジ

取得可能学位

人気専攻 TOP5

入学要件

費用目安
合計 
奨学金 あり
　　　　　入学後成績に準じて 
  

1　Business
2　Hospitality and Tourism 
　  Management
3　Pre-Nursing
4　Computer Science
5　Engineering

ESL 準学士 学士 修士 修了証

● ● ●

設立年	 		1961 年
住所	 		Des	Moines,	WA
学生総数				10,000 人
留学生数	 		総数	 350 人			
　　　　　国籍数	 86 か国

英語 IELTS  5.5 DUOLINGO 80
TOEFL iBT 54 TOEIC 500
TOEFL ITP 480 英検 準1級
ITEP 3.5 GTEC ー
※ TOEIC は 1 年留学のみ適応

GPA N/A

英語 IELTS  5.5 DUOLINGO 95
TOEFL iBT 61 TOEIC 700
TOEFL ITP 500 英検 準1級
ITEP 4.5 GTEC 1095

GPA N/A

英語 IELTS  6.0 DUOLINGO 95
TOEFL iBT 72 TOEIC ー
TOEFL ITP ー 英検 準1級
ITEP ー GTEC ー

GPA N/A

人気専攻 TOP5
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	Olympic	College

大学学部編入プログラム、準学士取得
プログラム、集中英語コース、高校卒
業資格取得プログラム等を提供。自然
に恵まれ、治安の良いブレマートン市
にあり、オリンピック山脈、国立公園
等も 近くアットホームで留学生に理想
的な環境。留学生のサポートオフィス
では学生一人一人にきめ細かな情報提
供、アドバイスを行うと共に、ホーム
ステイの紹介。インターナショナルク
ラブ（留学生会）では毎学期各種イベ
ントやフィールドトリップ等楽しい企
画が沢山ある。

アスペン・インスティチュートによるランキングで
米国コミュニティカレッジ、トップ10を獲得

取得可能学位

人気専攻 TOP5

入学要件

費用目安
合計 
奨学金 なし

1　Engineering
2　Business /  
　  Computer Science
3　Sciences
4　Health Care
5　Education

ESL 準学士 学士 修士 修了証

● ● ● ●

設立年	 		1946 年	
住所	 		Bremerton,	Washington
学生総数				13,000 人
留学生数	 		総数	 106 人
																						国籍数	 20 か国

英語 IELTS  5.5 DUOLINGO 90
TOEFL iBT 61 TOEIC ー
TOEFL ITP ー 英検 準 1 級
ITEP ー GTEC ー

GPA N/A

Peninsula	College

オリンピック半島北部の港町ポートア
ンジェラスにある、コミュニティカレッ
ジ。自然にあふれているエリアでシア
トルからは離れているがとても落ち着
いていて、物価も他のカレッジに比べ
てリーズナブル。おススメのカレッジ。
文系・理系・経営学の準学士学位、短
期間で取得できる修了証プログラムの
ほかに、4 年制大学へ編入できるプロ
グラムがある。また、 高校卒業資格取
得プログラムや集中英語コース、条件
付入学のコースも設置されている。

物価もリーズナブルで
落ち着いた環境で勉強に集中	

設立年	 	1961 年	
住所	 		Port	Angeles,	Washington
学生総数				4,500 人
留学生数	 		総数	 66 人
																						国籍数	 10 か国

取得可能学位

人気専攻 TOP5

入学要件

費用目安
合計 
奨学金 あり
　　　　　 $500

1　Business
2　Accounting
3　Science
4　Computer Science
5　Cybersecurity

ESL 準学士 学士 修士 修了証

● ● ● ●

Pierce	College

Pierce College には 2 つの美しいキャン
パスがあり、互いに 30 分の距離に位置
している。 両キャンパスは複数のモダ
ンな建物、自然を生かしたランドスケー
プ、丘の上からの素晴らしい景観、そ
して大きな窓を特長とし、卓越した学
習の場を提供。各キャンパスは親しみ
やすく、安全で快適な環境を推進して
おり、学生は一日中キャンパスに留ま
り、快適なスタディエリア、選択肢の
豊富なフードコート、学生クラブ、音
楽やスポーツイベントを楽しむことが
できる。

学生の成功に関して、アメリカ国内で2番目に
高い栄誉である	Leah	Meyer	Austin	賞を授賞

取得可能学位

人気専攻 TOP5

入学要件

費用目安
合計 
奨学金 なし

1　Business
2　Early Childhood Education
3　Kinesiology
4　Computer Information 
　  Systems
5　Criminal Justice

ESL 準学士 学士 修士 修了証

● ● ● ●

設立年	 		1967 年	
住所	 		Lakewood,	Washington
学生総数				9,000 人
留学生数	 		総数	 220 人
																						国籍数	 34 か国

Seattle	Central	College

治安の良いシアトルは全米で「最も住
みやすい都市」の 1 つに選ばれている。
ワシントン州のコミュニティカレッジ
の中でも質の高いプログラムと寮をは
じめとする設備の整った大学として評
価されており 4 年制の大学への編入に
も力を入れている。シアトルダウンタ
ウンにあるため、インターンシップを
する上でも便利なカレッジ。

ダウンタウンシアトルまで徒歩15分の
活気溢れるキャピタル・ヒルにあるカレッジ！

設立年	 		1966 年
住所	 		Seattle,	WA
学生総数				15,700 人
留学生数	 		総数	 1,100 人			
　　　　　国籍数	 64 か国

取得可能学位

入学要件

費用目安
合計 
奨学金 あり
                     ＄500 ～＄2,500
                          入学後（成績に準じる）

人気専攻 TOP5
1　Business
2　Computer Science
3　Engineering
4　Biology
5　Psychology

ESL 準学士 学士 修士 修了証

● ● ● ●

英語 IELTS  5.5 DUOLINGO 95
TOEFL iBT 61 TOEIC ー
TOEFL ITP 500 英検 2 級 A
ITEP 4.5 GTEC 1051

GPA N/A

英語 IELTS  5.5 DUOLINGO 90
TOEFL iBT 61 TOEIC ー
TOEFL ITP 500 英検 2 級 A
ITEP 4 GTEC 1050

GPA N/A

英語 IELTS  6.0 DUOLINGO ー
TOEFL iBT 64 TOEIC ー
TOEFL ITP ー 英検 ー
ITEP ー GTEC ー

GPA 2.0/4.0

ア
メ
リ
カ

Shoreline	Community	College

シアトルから約 15 分、キャンパスは
自然で溢れ海岸線もすぐ近くという好
立地のコミュニティカレッジ。2019 年
にはオンキャンパスの寮が開設され留
学生が更に生活しやすい環境が整った。
コンピューターサイエンスやエンジニ
アの学部が強く大学の施設も整ってい
るため 4 年制大学に編入するための経
験が積みやすいのが魅力。

シアトル近郊の理系大学編入に強い
コミュニティカレッジ	

取得可能学位

人気専攻 TOP5

入学要件

費用目安
合計
奨学金     なし

1　Computer Science
2　Cinema, Film & Media Studies
3　Business
4　International/Global Studies
5　Marketing

ESL 準学士 学士 修士 修了証

● ● ●

設立年	 		1964 年
住所	 		Seattle,	Washington
学生総数				10,000 人
留学生数	 		総数	 1,000 人			
　　　　　国籍数	 50 か国

Skagit	Valley	College

シアトルとバンクーバーの中間にある
「ベストスモールシティ」にも選ばれた

美しく安全なマウントバーノン市に位
置する。小さい街でありながら春には
チューリップフェスティバルに参加をし
ようと多くの観光客が訪れる。4 年制大
学への編入サポート、留学生サポートが
しっかりとしたカレッジで、一年留学に
ついても積極的に受け入れている。近隣
には一年を通じアウトドアレクリエー
ションスポットが多数ある。

ワシントン州北西部にある美しい
スカジット渓谷の山脈麓にあるカレッジ

取得可能学位

入学要件

費用目安
合計 
奨学金 あり
　　　　　＄250 ～ $500

1　Business Administration
2　Environmental Science
3　Computer Science
4　Engineering
5　Pre-nursing

ESL 準学士 学士 修士 修了証

● ● ● ●

設立年	 		1926 年
住所	 		Mount	Vernon,	WA
学生総数				4,000 人
留学生数	 		総数	 120 人
																						国籍数	 20 か国

South	Puget	Sound
Community	College

ワシントン州の州都オリンピアにある
4 学期制のコミュニティカレッジ。州
都ではあるが、大きすぎず落ち着いた
エリアにカレッジがあり、アットホー
ムな雰囲気で留学生へのサポートが手
厚い。Athletic Team が留学生にも一部
解禁されたので、カレッジでサッカー
やバスケットボールをと考えている方
にもお勧め。

コミュニティカレッジランキング
Top50 に選ばれた優秀なカレッジ

取得可能学位

人気専攻 TOP5

入学要件

費用目安
合計 
奨学金 あり
　　　　　＄500 ～＄4,000

1　Business Administration 
2　Science
3　Architecture, Engineering and 
　  Construction Technology
4　Culinary Arts
5　Information Technology

ESL 準学士 学士 修士 修了証

● ● ●

設立年	 		1984 年
住所	 		Olympia,	WA
学生総数				6,100 人
留学生数	 		総数	 97 人			
　　　　　国籍数	 26 か国

英語 IELTS  5.5 DUOLINGO 90
TOEFL iBT 61 TOEIC ー
TOEFL ITP 500 英検 準1級
ITEP 3.5 GTEC 1051

GPA N/A

英語 IELTS  5.5 DUOLINGO ー
TOEFL iBT 61 TOEIC ー
TOEFL ITP ー 英検 ー
ITEP ー GTEC ー
※ Bridge 1 & 2 からの入学は ITP 可

GPA N/A

英語 IELTS  5.5 DUOLINGO 95
TOEFL iBT 70 TOEIC ー
TOEFL ITP ー 英検 準1級
ITEP ー GTEC ー

GPA N/A

人気専攻 TOP5

★

★
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UC	Berkeley	Extension

最新のビジネス理論を、トップスクー
ルにて習得が可能。理論と実践の両側
面を重視し、優れた人材を育成するこ
とに注力している。トップスクールと
いうこともあり、世界中から多くの留
学生が集まってくるため、将来に役立
つネットワークを作ることができる。
講師陣は、実際にビジネスで活躍した
経験者。

理論的なビジネスの知識を
短期間で習得

設立年	 		1891 年	
住所	 		Berkeley,	CA
学生総数				ー
留学生数	 		総数	 ー
																						国籍数	 50 か国

取得可能学位

人気専攻 TOP5

入学要件

費用目安
合計 
奨学金   なし

1　Entrepreneurship & Startup 
　  Management
2　Digital Marketing
 　  & Marketing Management
3　Data Science
 　  & Data Analytics
4　UX/UI Design
5　Project Management

ESL 準学士 学士 修士 修了証

●

UC	Irvine	Extension

世界的に有名なカリフォルニア大学群
の 1 校で、大学レベルの英語スキル、
アカデミックスキル、資格を習得しイ
ンターンシップの経験もできるコース
がある。全米では安全と言われている
地域の一つでもあり、快適な環境の中
で勉強ができ、その一方で毎日開催さ
れるアクティビティに参加したり大学
内のコミュニケーションクラブに参加
しアメリカ人との交流もできる。

名門校でワンランク上の英語を学ぶ

取得可能学位

人気専攻 TOP5

入学要件

費用目安
合計 
奨学金 なし

1　10-Week Intensive ESL
2　ACP Business Administration
3　ACP Project Management
4　ACP International 
　  Tourism & Hotel Management
5　ACP International Finance

ESL 準学士 学士 修士 修了証

● ●

設立年	 		1979 年	
住所	 		Irvine,	CA	
学生総数				ー
留学生数	 		総数	 ー
																						国籍数	 50 か国

UCLA	Extension	

毎年世界各国から数多くの留学生が学
んでいる。アメリカ文化と語学力の習
得のための様々なプログラムがあり常
に学生と教師との積極的な交流を推進
しており、学習環境の向上に全力を注
いでいる。ALC の教師は TESOL の資格
を保持しており、個々の学生のニーズ
に対応している。すべての ALC の学生
は、UCLA の大きい図書館や、充実し
たコンピュータルームなど大学施設の
利用が可能。
ALC=American Language Center。

全米屈指の名門大学で
英語コースで学ぶ

設立年	 	1975 年
住所	 		Los	Angeles,	CA
学生総数				ー
留学生数	 		総数	 ー			
　　　　　国籍数	 50 か国

取得可能学位

入学要件

費用目安
合計 
奨学金 なし

人気専攻 TOP5
1　Academic Intensive 
　  English Program (AIEP) 
2　Intensive English 
　  Communication Program (IECP)
3　American Culture And 
　  Communication (ACC) Course
4　ー
5　ー

ESL 準学士 学士 修士 修了証

●

英語 IELTS  7.0 DUOLINGO ー
TOEFL iBT 90 TOEIC ー
TOEFL ITP ー 英検 ー
ITEP ー GTEC ー

GPA 3.0/4.0

英語 IELTS  6.0 DUOLINGO 95
TOEFL iBT 71 TOEIC 685
TOEFL ITP ー 英検 準1級
ITEP 3.5 GTEC ー

GPA N/A

英語 IELTS  ー DUOLINGO ー
TOEFL iBT ー TOEIC ー
TOEFL ITP ー 英検 ー
ITEP ー GTEC ー

GPA

ア
メ
リ
カ

UC	Santa	Cruz	Silicon
Valley	Extension	 	 	

1965 年に創立されたカリフォルニア大
学サンタクルーズ校は名門カリフォル
ニア大学システムに属している 4 年制
の 州 立 大 学 で、2017 年 の U.S.News & 
Report では、81 位にランクインしてい
る。エクステンションコースは、テク
ノロジーの最先端をいく世界的に有名
企業が集まるシリコンバレーに位置し
ており、１年以内で世界に通用する資
格が取得可能。プログラムにインター
ンが組み込まれているため修了までに
実務経験も積むことができる。

最新テクノロジーの拠点として
有名なシリコンバレーで学ぼう！

取得可能学位

人気専攻 TOP5

入学要件

費用目安
合計
奨学金     なし

1　Computer Programming
2　Software Engineering 
　  and Quality
3　Biotechnology
4　Business Administration
5　Early Childhood Education

ESL 準学士 学士 修士 修了証

●

設立年	 		1965 年
住所	 		Santa	Clara,	California
学生総数				ー
留学生数	 		総数	 ー		
　　　　　国籍数	 30 か国

UCSD	Extension

高い教育水準と世界最大規模を誇るキャ
ンパスを持つ大学として知られている
UCSD Extension。多くのノーベル賞受賞
者が教壇に立っている。一般英語クラス
に加え TOEFL&IELTS 準備英語、法律英語、
医療英語などバラエティーに富んでい
る。更には Business の Certificate プロ
グラムと英語教師育成の TEFL プログラ
ムもある。UCSD の大学生とカンバセー
ションプログラムやクラブ活動等を通じ
て交流を持つことができる。

一年留学の大学生や
キャリアアップしたい社会人に人気

取得可能学位

入学要件

費用目安
合計 
奨学金 なし

1　Intensive Academic English
2　Intensive Communication 
　  and Culture
3　Business Administration
4　Business Management  
5　TEFL Professional Certificate

ESL 準学士 学士 修士 修了証

● ●

設立年	 		1981 年
住所	 		La	Jolla,	CA
学生総数				ー
留学生数	 		総数	 ー
																						国籍数	 47 か国

英語 IELTS  6.5 DUOLINGO 110
TOEFL iBT 79 TOEIC 問合せ
TOEFL ITP ー 英検 ー
ITEP ー GTEC ー
※英語条件は各コースによって異なります

GPA

英語 IELTS  6.0 DUOLINGO 95
TOEFL iBT 70 TOEIC 760
TOEFL ITP ー 英検 ー
ITEP 3.7 GTEC ー

GPA

人気専攻 TOP5

University	of	
Washington	Extension

プログラムやレベルに応じて大学キャ
ンパスかダウンタウンキャンパスで授
業が行われている。ビジネスコースの
場合、よりビジネスに密着したエリア
のダウンタウンキャンパスで開講され
ている。ボーイング社、マイクロソフ
ト、アマゾン、スターバックス、タリー
ズコーヒーなど世界に名を知られる大
企業の誕生の地としても知られており
ビジネスを学ぶのには最適な場所。コー
スに関しても大学教授の他に業界のエ
キスパートが教壇に立つこともある。

パブリックアイビーと称される
名門州立大学の生涯教育で専門性を高める

取得可能学位

人気専攻 TOP5

入学要件

費用目安
合計 
奨学金 なし

1　Global Connections
2　Global Business Program
3　Business English Program
4　Business STEP
5　Science, Technology &
 　  Engineering STEP

ESL 準学士 学士 修士 修了証

● ●

設立年	 		1861 年
住所	 		Seattle,	Washington	
学生総数				ー
留学生数	 		総数	 ー		
　　　　　国籍数	 25 か国

英語 IELTS  6.0 DUOLINGO 100
TOEFL iBT 72 TOEIC 650
TOEFL ITP ー 英検 準1級
ITEP ー GTEC ー
※英語条件は各コースによって異なります

GPA N/A
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設立年									1834年	
学生総数				28,000人
留学生数				総数　				5,000人
																								国籍数			135か国

Newcastle	University	

学生満足度と就職率が
非常に高い名門国立大学

人気専攻 TOP5

1  Architecture
2  Biomedical 
    Sciences
3  Business & 
    Marketing 
4  Communication 
    & Media
5  Chemical 
    Engineering

設立年									1845年	 	
学生総数				20,000人
留学生数				総数　	　2,000人
																								国籍数　80か国

Queen's	University
Belfast	

北アイルランドを代表する
歴史ある名門大学

人気専攻 TOP5

1  Accounting & 
    Finance
2  Architecture
3  Pharmacy 
4  Nursing
5  Engineering

設立年									1963年	 	
学生総数				15,000人
留学生数				総数　	　3,500人
																								国籍数　100か国

University	of	
East	Anglia

開発学と国際関係学が
有名な人気大学

人気専攻 TOP5

1  Accounting &
     Finance
2  International 
    Development
3  International 
    Relations 
4  Media Studies
5  Psychology

設立年										1855年	
学生総数					23,000人
留学生数				総数　　	6,900人
																								国籍数　130か国

University	of	Exeter

ハリーポッターの作者である
J.K.	ローリングの出身校	

人気専攻 TOP5

1  Accounting & 
    Finance
2  Business 
    Economics 
3  Business & 
    Management
4  Civil Engineering
5  Psychology

設立年										1824年	
学生総数					40,000人
留学生数					総数　				11,000人
																								国籍数					160か国

University	
of	Manchester

ノーベル賞受賞者を含む優秀な
講師陣による講義が評判

人気専攻 TOP5

1  Accounting & 
    Finance
2  Chemistry
3  Civil Engineering
4  Management
5  Pharmacy 

設立年									1967年	 	
学生総数				14,000人
留学生数				総数　	　2,800人
																								国籍数　120か国

University	of	Stirling

「イギリスで最も美しい大学」
として有名

人気専攻 TOP5

1  Accounting
2  Business Studies
3  Film & Media
4 Marketing 
5  TESOL  
 

設立年									1894年	 	 	
学生総数				22,000人
留学生数				総数　	　7,000人
																								国籍数　160か国

City,	University	
of	London

留学生の比率が最も高い
都心にある大学

人気専攻 TOP5

1  Accounting & 
    Finance
2  Business 
    Management
3  Computer Science 
4  Engineering &
    Mathematics
5  Law

設立年									1885年	
学生総数				13,500人
留学生数				総数　　270人
																								国籍数　未公表

Edge	Hill	University

リバプールに近く
教育学が有名な大学

人気専攻 TOP5

1 Education 
2 Children 
   Development 
3  Health  
4  Accounting 
5 Marketing 設立年									1872年	

学生総数				7,000人
留学生数				総数　　1,200人
																								国籍数　90か国

Aberystwyth	
University

雄大な自然と歴史を
感じさせるウェールズの大学	

人気専攻 TOP5

United	
Kingdom

1  International 
     Politics 
2  Business  
3  Biological 
     Science 
4  Computer 
     Science 
5  Agriculture

イギリスの大学進学にあたり、INTO 又は Navitas という大学入学サポート機
関を通じて、ご希望の大学への入学をお手伝いいたします。直接学部へ入学す
るよりも、低い英語基準からスタートでき、留学生ならではの学習サポートも
手厚いため、安心してイギリスの大学に進学できます。

※留学開始時点での最終学歴により、ご留学プランは異なります。
　プランの詳細や学校については、留学カウンセリングをご利用ください。 

Foundation/A	Level

International	Year	1

大学 1年

大学 2年高校卒業資格

イ
ギ
リ
ス

設立年								1992年	 	 	
学生総数				20,000人
留学生数				総数　			3,000人
																								国籍数			1,000か国

University	of	
Plymouth	

イギリス南部のオーシャンシティ
海洋学を学ぶならここ

人気専攻 TOP5

1  Hospitality 
    Management
2  Animal Behaviour 
    and Welfare
3  Marine and Ocean 
    Engineering
4  Health and Human 
    Science
5  Architecture and
     Design

設立年									1992年	 	
学生総数				16,000人
留学生数				総数　	　1,000人
																								国籍数　132か国

Robert	Gordon	
University

卒業生が大学の建物を
デザインするほど建築学が有名

人気専攻 TOP5

1  Architecture
2  Physiotherapy
3  Art
4  Pharmacy 
5  Degital Media 設立年									1992年	 	 	

学生総数				24,500人
留学生数				総数　	　3,700人
																								国籍数　134か国

University	of	
Hertfordshire	

新しい大学の部門で世界トップ
150位に入る革新的な大学

人気専攻 TOP5

設立年								1908年	
学生総数				24,000人
留学生数				総数　	　4000人
																								国籍数　150か国

温暖な気候で海に近い学生の街、
デザイン・スポーツ系の専攻はここ

人気専攻 TOP5

1  Economics
2  Sports Science
3  Graphic Design
4  Fashion and 
    Texitile
5  International 
    Relations  
 

設立年									1843年	
学生総数				24,000人
留学生数				総数　	　2,815人
																								国籍数　80か国

Birmingham	
City	University

イギリス第二の都市
バーミンガム中心部にある大学

人気専攻 TOP5

1  Land & Property 
    Management
2  Textile Design
3  Horology
4  Gemmology&
　Jewllery Studies
5  Early Childhood 
    Studies  
 

設立年									1924年	
学生総数				13,000人
留学生数				総数　　1,960人
																								国籍数　100か国

University	of	
Northampton

ロンドンとバーミンガムの間に
ある就職率全英第4位の大学

人気専攻 TOP5

1  Occupational 
    Therapy
2  Podiatry
3  Fashion Marketing
4  Footwear and 
    Accessories
5  Hospitality, 
   Leisure, Recreation 
   & Tourism  
 

設立年									1961年	
学生総数				18,500人
留学生数				総数　　4,260人
																								国籍数　100か国

University	of	
Sussex		

開発学を筆頭に世界的に
知られるブライトン郊外の
名門大学		 	

人気専攻 TOP5

1  EInternational
　Relations&
　Development
2  Drama
3  Accounting 
4  Childhood & 
　Youth  
5  History

海外の大学に入学するには学校や学部・学科が定める語学力や、学業成績の基
準を満たしていることが必要となります。これを満たしていない人が当該大
学を目指すために設けられた制度で、「Foundation コース」や「International	
Year １」は直接学部課程に入学するよりも低い語学能力や、学業成績が設定
されており、直接入学の要件を満たしていない学生でも希望する大学に留学で
きるようなシステムとなっています。中でも INTOや Navitas では、語学サポー
トや学習サポートに加え留学生活サポートなども充実しており、日本人の学生
がイギリスの大学にスムーズになじめるようにコースや授業を提供しています。	

Pathway 留学とは	

1  Computer 
    Science
2  Creative Arts
3  Law
4  Physics/
    Astronomy
5  Engineering/
    Technology

University	of	
Portsmouth
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Douglas	College	

バンクーバーという国際都市の郊外に
位置するダグラスカレッジは、UBC や
SFU などの名門校に編入する学生数が
多いことでも知られる大規模校。バン
クーバーは近年多くの企業が進出し活
気に溢れ雇用機会も拡大されている。
市内では映画の撮影なども行われ第 2
のハリウッドと呼ばれることもあり幅
広い分野で学べる環境。

4 年制大学への編入コースがあり
サポートが手厚い公立カレッジ

設立年	 	1970 年	
住所	 	New	Westminster,	BC	
学生総数				20,000 人
留学生数	 		総数	 3,400 人
																						国籍数	 90 か国

Langara	College

バンクーバー市内に位置するランガラ
カレッジは UBC と SFU へ編入する学生
数が圧倒的に多い最大規模のカレッジ。
その為在籍する学生の 7 割は University 
Transfer のプログラムを履修し、残り 3
割の学生は企業数が年々拡大し映画な
どのエンターテイメントも有名なバン
クーバーという好立地で就職に繋がる
IT やビジネス、アート系の Diploma コー
スを履修する。

UBC と SFU への編入学生数が
圧倒的に多いバンクーバー市内のカレッジ

取得可能学位

人気専攻 TOP5

入学要件

費用目安
合計 
奨学金 あり
　　　　　＄1,000 ～＄2,500 
　　　　　（成績に準じる）

1　Business
　 (University transfer)
2　Computing Studies and 
　  Information Systems
　 (University Transfer) 
3　Engineering 
　 (University Transfer)  
4　Sports Science
5　Performing Arts

ESL 準学士 学士 修士 修了証

● ● ● ●

取得可能学位

人気専攻 TOP5

入学要件

費用目安
合計 
奨学金 なし

1　University Transfer Program
2　Business
3　Computer studies
4　Game design/Animation
5　Food, Nutrition

ESL 準学士 学士 修士 修了証

● ● ● ●

英語 IELTS  6.5 DUOLINGO ー
TOEFL iBT 80 TOEIC ー
TOEFL ITP ー 英検 ー
ITEP ー GTEC ー
ESL

GPA プログラムにより異なる

英語 IELTS  6.5 DUOLINGO ー
TOEFL iBT 83 TOEIC ー
TOEFL ITP ー 英検 準1級
ITEP ー GTEC ー

GPA プログラムにより異なる

設立年	 		1965 年	
住所	 		Vancouver,	BC	 	
学生総数				23,000 人
留学生数	 		総数	 1,200 人
																						国籍数	 93 か国

Canada

ON
オンタリオ

QC
ケベック

MB
マニトバSK

サスカチュワン

AB
アルバータ

BC
ブリティッシュコロンビア

ユーコン準州

ヌナブト準州

NS
ノバスコシア

NB
ニューブランズウィック

PE
プリンスエドワードアイランド

ノースウェスト準州

カ
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University	of	the	
Fraser	Valley

ブリティッシュコロンビア州の中で、
アメリカとの国境に最も近い主要都市
アボッツフォードにある。貿易・ビジ
ネス・製造業・農業などがバランスよ
く盛んな街で、大学の開講コースもバ
ランスよく充実している。カナダ国内
で最も農業生産性が高い地域にあり、
農業学や環境学が特に強い。バンクー
バーにも近いが生活費はリーズナブル。

バンクーバーに近い中規模都市にある
農業・環境学が強い大学

設立年	 		1974 年
住所	 	Abbortsford,	BC	
学生総数				11,000 人
留学生数	 		総数	 2,100 人			
　　　　　国籍数	 51 か国

Sprott-Shaw	College

カナダ人学生を始め多国籍留学生と一
緒に学ぶことができ、国際人として活
躍する上で必要なスキルを得ることが
出来るカレッジ。ホスピタリティ、ツー
リズムの卒業生はクルーズや一流ホテ
ル等、またビジネス、国際貿易の卒業
生は商社、メーカー等への就職率が高
い。

ビジネス業界が認める
資格の取得が可能

Thompson	Rivers
	University	

観光学部が特に人気の大学ですが、ビ
ジネス系や生物・環境学系なども大変
強いことでも知られています。また編
入コースも多数あり、そのまま卒業す
るか編入して他大学を卒業するかを選
ぶことができます。更には日本の大学
から認定や休学で留学する学生にも学
部聴講のチャンスがあり人気がありま
す。

ワインやツーリズムなどが盛んな
観光都市カムループスにある総合大学

Cornerstone	International	
Community	College	of	Canada

リーズナブルな学費で、その質と生徒
の満足度に定評のある英語コースのほ
か、業界の即戦力となる人材育成を目
的とする、職業訓練のディプロマコー
スを提供しており、キャリアにつなが
る様々な資格をとる事が出来る。Co-op
ビザを取得してカナダで実務経験を積
むことが可能。

業界即戦力となるスキルをつけて
キャリアアップ・キャリアチェンジ

取得可能学位

人気専攻 TOP5

入学要件

費用目安
合計 
奨学金 あり
　　　　　少数の留学生に
　　　　　$5,000 ～ 20,000

1　Agriculture   
2　Business
3　Global Development 
4　Theatre 
5　Computer Information 
       Systems

ESL 準学士 学士 修士 修了証

● ● ● ● ●

取得可能学位

人気専攻 TOP5

入学要件

費用目安
合計
奨学金 なし

1　Early Childhood Education
　  (ECE)
2　Internationlal Trade (IT)
3　Business Administration 
　  Principle (BAP)
4　Business Administration 
　  Sales and Digital Marketing 
  　(BASDM)
5　Tourism / Hosptality 
　  Management (THM)  
 

ESL 準学士 学士 修士 修了証

●

取得可能学位

人気専攻 TOP5

入学要件

費用目安
合計 
奨学金 なし

1    Business　
2    Computer Science 
3    Tourism　
4    Fine Arts  
5    Ecology & Environmental
      Biology

ESL 準学士 学士 修士 修了証

● ● ● ● ●

取得可能学位

人気専攻 TOP5

入学要件

費用目安
合計 
奨学金 なし

1　International Business 
　  Management with Co-op
2　Customer Relations 
　  Specialist with Co-op
3　Hospitality Management 
　  with Co-op
4　Digital Marketing Specialist 
　  with Co-op
5　Network & System Solutions 
  　Specialist with Co-op

ESL 準学士 学士 修士 修了証

● ●

英語 IELTS  6.5 DUOLINGO ー
TOEFL iBT 88 TOEIC ー
TOEFL ITP ー 英検 1 級
ITEP ー GTEC ー

GPA コースによる

英語 IELTS  5.5 DUOLINGO ー
TOEFL iBT 70 TOEIC ー
TOEFL ITP ー 英検 ー
ITEP ー GTEC ー

GPA 不問

英語 IELTS  6.5 DUOLINGO ー
TOEFL iBT 88 TOEIC ー
TOEFL ITP ー 英検 ー
ITEP ー GTEC ー

GPA 不問

英語 IELTS  5.5 DUOLINGO ー
TOEFL iBT 65 TOEIC 850
TOEFL ITP ー 英検 ー
ITEP ー GTEC ー
※プログラムによります

GPA 不問

設立年	 		1903 年
住所	 		Vancouver,	BC
学生総数				4,500 人
留学生数	 		総数	 800 人			
　　　　　国籍数	 26 か国

設立年	 		1970 年
住所													Kamloops,	BC
学生総数				12,000 人
留学生数	 		総数	 3,300 人
																						国籍数	 100 か国

設立年	 		1980 年
住所	 		Vancouver,	BC
学生総数				900 人
留学生数	 		総数	 900 人			
　　　　　国籍数	 51 か国

NL
ニューファンドランド
ラブラドール
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University	of	Manitoba	
（Navitas)

マニトバ州の州都、ウィニペグに位置
するマニトバ大学は古い歴史をもつ、
リサーチ分野に非常に強い名門校。医
療・環境・農業・テクノロジーの分野
において最先端の設備と優秀な教授陣
の元で世界を牽

けんいん
引するような研究が可

能。マニトバ州という立地から生活費
も非常にリーズナブルなので留学生に
とっては最適な環境。

カナダ西部で最も歴史のある
リサーチに強い名門校

設立年	 		1877 年	
住所	 		Winnipeg,	MB
学生総数				28,000 人
留学生数	 		総数	 4,000 人
																						国籍数	 115 か国

取得可能学位

人気専攻 TOP5

入学要件

費用目安
合計 
奨学金 なし

1　Agriculture
2　Business
3　Enviroment Science
4　Biological Science
5　Computer Science

ESL 準学士 学士 修士 修了証

● ●

Simon	Fraser	University
(Navitas)

カナダ総合大学ランキングで常にトッ
プに選ばれる名門の総合大学。専攻の
幅も非常に広く最先端で革新的なプロ
グラムを展開することで知られる。非
常に多くの Co-op プログラムを設けて
おり、多くの学生が近年大成長を遂げ
るバンクーバーという立地を活用し有
名企業で有給インターンシップを行う。

カナダ総合大学ランキングで
1位に選ばれる名門校

設立年	 		1965 年
住所	 		Burnaby,	BC
学生総数				35,000 人
留学生数	 		総数	 2,500 人			
　　　　　国籍数	 50 か国

Blanche	Macdonald	Centre

講師が業界のトップで現在も活躍して
いる人や、受賞歴を持っている方から
本格的な指導を受けることが可能。さ
らに、学校が業界との強いコネクショ
ンを持っているため、在学中、卒業後
も含めての進路のサポート力が手厚い。
また、在学中にも技術力が高い生徒は
企業から実際に仕事を請け負うなど、
実戦経験が積める環境。

メイク・ファッションの
私立の専門学校

取得可能学位

人気専攻 TOP5

入学要件

費用目安
合計 
奨学金 なし

1　Business
2　Computer science
3　Environmental Science
4　Criminology
5　Communication

ESL 準学士 学士 修士 修了証

● ● ●

取得可能学位

人気専攻 TOP5

入学要件

費用目安
合計
奨学金 なし

ESL 準学士 学士 修士 修了証

●

英語 IELTS  6.0 DUOLINGO ー
TOEFL iBT 79 TOEIC ー
TOEFL ITP ー 英検 ー
ITEP ー GTEC ー

GPA プログラムにより異なる

英語 IELTS  6.0 DUOLINGO ー
TOEFL iBT 65 TOEIC ー
TOEFL ITP ー 英検 ー
ITEP ー GTEC ー

GPA プログラムにより異なる

設立年	 		1960 年
住所	 		Vancouver,	BC
学生総数				1,000 人
留学生数	 		総数	 360 人			
　　　　　国籍数	 未公開

１　Global Make up
２　Fashion Design
３　Professional Hair Styling
４　Professional Esthetics/
　　Spa Therapist
５　Global Fashion Marketing

英語 IELTS  5.5 DUOLINGO ー
TOEFL iBT 69 TOEIC ー
TOEFL ITP ー 英検 準1級
ITEP ー GTEC ー

GPA プログラムにより異なる

カ
ナ
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Ryerson	University
（Navitas）

カナダ最大規模の都市であるトロント
のダウンタウン中心地に位置する大学。
キャンパス周辺には多くのビジネスが
集中しており、企業とのネットワーク
を活用しカリキュラム内にインターン
シップや Co-op プログラムが組み込ま
れており、就職に強い人気大学である。

イノベーションと
起業家プログラムに力を入れる大学

取得可能学位

人気専攻 TOP5

入学要件

費用目安
合計 
奨学金 なし

1　Global Management Studies  
2　Entrepreneurship
3　Environment and Urban 
       Sustainability
4　Economics and 
      Management Science 
5　International Economics 
       and Finance

ESL 準学士 学士 修士 修了証

● ●

英語 IELTS  5.0-5.5 DUOLINGO 85-95
TOEFL iBT 60-69 TOEIC ー
TOEFL ITP ー 英検
ITEP ー GTEC ー
コースにより異なる

GPA 3.0/5.0

設立年	 		1948 年
住所	 		Toronto,	ON
学生総数				45,000 人
留学生数	 		総数	 3,240 人			
　　　　　国籍数	 146 か国

Niagara	College

ナイアガラカレッジでは学部課程・大
学院課程において州政府の認可を受け
た多くのプログラムを提供している。
ビジネス・エンジニア・インターナショ
ナルビジネス・IT など 120 以上のコー
スから選択が可能だが、カレッジが位
置するナイアガラという観光に強い立
地からホスピタリティ・ツーリズム・
調理学などが非常に有名。

プログラムの内容・学生への
サービスの質でも多くの賞を受賞

設立年	 		1967 年
住所	 		Niagara,	ON
学生総数				14,500 人
留学生数	 		総数	 4,000 人			
　　　　　国籍数	 85 か国

Seneca	College

トロントの市内に位置するセネカカ
レッジは 300 以上のコースを設けるカ
ナダ最大規模の 2 年制カレッジ。コー
スは多岐にわたり、ビジネス・航空学・
IT 系・ホスピタリティ・エンジニアな
どほとんどの分野を学ぶことが可能。
また都市型カレッジとしてインターン
の機会が多くアルバイトもしやすく生
活に便利なためカナダ人にも留学生に
も人気。

トロントに位置するカナダ
最大規模の公立 2年制カレッジ

取得可能学位

人気専攻 TOP5

入学要件

費用目安
合計 
奨学金 なし

1　Hospitality, Tourism and Sport 
2　Canadian Food, Wine and Beer
3　Environment and Horticulture
4　Business and Management
5　English Language Studies

ESL 準学士 学士 修士 修了証

● ● ●

取得可能学位

人気専攻 TOP5

入学要件

費用目安
合計
奨学金 なし

1　Business
2　Computer System Technology
3　Tourism and Travel
4　Environemntal Technology
5　Fashion

ESL 準学士 学士 修士 修了証

● ● ●

英語 IELTS  6.0 DUOLINGO ー
TOEFL iBT 80 TOEIC ー
TOEFL ITP ー 英検 ー
ITEP ー GTEC ー

GPA プログラムにより異なる

設立年	 		1966 年
住所	 		Toronto,	ON
学生総数				25,000 人
留学生数	 		総数	 4,000 人			
　　　　　国籍数	 120 か国

英語 IELTS  6.0 DUOLINGO ー
TOEFL iBT 79 TOEIC ー
TOEFL ITP ー 英検 準1級
ITEP ー GTEC ー

GPA 不問

Yukon	University

ユーコン大学では、ESL はもちろんの
こと、Certificate、Diploma プログラム
が充実しており、ブリティッシュコロ
ンビア州やアルバータ州など、他州の
大学への単位移行も可能です。 人と少
し違ったカナダ留学をされたい方、徹
底的に英語を話せる環境に身を置きた
い方、先住民の文化や歴史、地球温暖
化や自然に興味を持っている方にユー
コン大学はおススメです。

オーロラが見える
ユーコン準州にある主要大学	

設立年	 		1988 年	
住所	 		Whitehorse,	Yukon
学生総数				1,300 人
留学生数	 		総数	 130 人
																						国籍数	 15 か国

取得可能学位

人気専攻 TOP5

入学要件

費用目安
合計 
奨学金 あり
                      ＄500（2 名のみ）  
 

1　Early Learning and
       Child Care
2　Business Administration 
3　Culinary Arts  
4　General Studies 
5    Office Administration

ESL 準学士 学士 修士 修了証

● ● ●

英語 IELTS  6.0 DUOLINGO 105
TOEFL iBT 79 TOEIC ー
TOEFL ITP ー 英検 ー
ITEP ー GTEC ー

GPA プログラムにより異なる

Bow	Valley	College

都 市 型 カ レ ッ ジ で あ る 為 近 隣 に は
ショッピングモールやパブリックアー
ト、博物館、歴史的建造物などがあり、
多国籍なレストランが点在している。
最近リニューアルしたカルガリー公共
図書館がすぐ近くにあり勉強に集中で
きる環境が整っている。

カルガリーの中心地にある
都市型カレッジ	 	 	

設立年	 		1965 年	
住所	 		Calgary,	AL
学生総数				17,000 人
留学生数	 		総数	 2,000 人
																						国籍数	 148 か国

取得可能学位

人気専攻 TOP5

入学要件

費用目安
合計 
奨学金 あり
                      $2,000 - $2,500

1　Business
2　Technology
3　Entertainment Art
4　Health  
5　Community Studies

ESL 準学士 学士 修士 修了証

● ●

英語 IELTS  6.0 DUOLINGO 95-100
TOEFL iBT 83 TOEIC ー
TOEFL ITP ー 英検 ー
ITEP ー GTEC ー

GPA 3.5/5.0

2級A
凖1級
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【ILAC】
International	Language
Academy	of	Canada

【ELS】
English	Language	
Center

【ILSC】	

当該語学学校の一定のレベルを
修了もしくは、IELTS 等の
試験のスコア獲得

語学学校留学

短大・専門学校・大学入学

※英語力が無く、進学先の大学が決まっていない状態でとにかく
　留学を開始したい！という方は Pathway 留学という
　方法があります。

大学名 所在州 所在地

  Adler University  BC 州 バンクーバー

  Brock University ON 州 オタワ

  Camosun College BC 州 ビクトリア

  Fairleigh Dickinson University BC 州 バンクーバー

  George Brown College ON 州 トロント

  Mount Saint Vincent University NS 州 ハリファックス

  Royal Roads University BC 州 ビクトリア

  University of the Fraser Valley BC 州 アボッツフォード

  University of Victoria Continuing Studies BC 州 ビクトリア

  University of Windsor BC 州 ウィンザー

編入可能大学

編入可能大学
大学名 所在州 所在地

  Alexander College BC 州 バンクーバー

  Algoma University ON 州 スーセントマリー

  Capilano University BC 州 バンクーバー

  Centennial  College QC 州 モントリオール

  Columbia College BC 州 バンクーバー

  Fleming College ON 州 ピーターボロウ

   John Casablancas Institute BC 州 バンクーバー

  Laurentian University ON 州 サドベリー

  North Island College BC 州 コートネイ

  University of Prince Edward Island PE 州 シャーロットタウン

編入可能大学
大学名 所在州 所在地

  Tompson Rivers University BC 州 カムループス

  University of Northern British Columbia BC 州 プリンスジョージ

  Concordia University of Edmonton AB 州 エドモントン

  University of Regina SK 州 レジャイナ

  University of Saskachewan SK 州 サスカトゥーン

  George Brown College ON 州 トロント

  Humber College  ON 州 トロント

  Trent University ON 州 ピーターボロウ

  Yorkville University ON 州 トロント

  University of New Brunswick NB 州 フレデリクトン

Pathway
語学学校経由の
大学留学	

オ
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Curtin	University	(Navitas)

オーストラリアで初の工科大学として
創立され、パースに位置する州最大規
模の総合大学。エンジニアや IT、健康
科学などの理系分野が強み。マレーシ
ア、シンガポール、ドバイ、モーリシャ
スにもキャンパスを構え、幅広いコー
ス・産業界とのつながりを展開。大学
院レベルのビジネスの教育・研究も世
界的に高評価を受けている。

世界 4か国にキャンパスを置く
パースのグローバルユニバーシティ

設立年	 		1966 年
住所	 		Perth	WA	
学生総数				56,700 人
留学生数	 		総数	 14,283 人			
　　　　　国籍数	 100 か国

Edith	Cowan	
University	(Navitas)

西オーストラリア州パースに位置する
教育に対する改革・改善の必要性の思
いを形にした総合大学。教育・ビジネ
スの他にもエクササイズサイエンスは
世界で 21 位にランクインするほど有
名。舞台芸術のプログラムも高い評価
を得ておりヒュージャックマンを輩出
した。留学生はパスウェイプログラム
を通して入学がしやすく、サポートが
充実。

オーストラリア初の女性議員の
名前に因んでつけられた大学

取得可能学位

人気専攻 TOP5

入学要件

費用目安
合計 
奨学金 なし

1　Engineering 
2　Architecture 
3　Computer Science
4　Life Sciences 
5　Business

ESL 準学士 学士 修士 修了証

● ●

取得可能学位

人気専攻 TOP5

入学要件

費用目安
合計
奨学金 なし

1　Engineering & Technology 
2　Exercise Science
3　Media and Communications 
4　Education 
5　Social Sciences  

ESL 準学士 学士 修士 修了証

● ●

英語 IELTS  5.5 DUOLINGO ー
TOEFL iBT 60 TOEIC ー
TOEFL ITP ー 英検 ー
ITEP ー GTEC ー

GPA 2.5/5.0

設立年	 		1991 年
住所	 		Joondalup	WA
学生総数				30,000 人
留学生数	 		総数	 6,000 人			
　　　　　国籍数	 100 か国

英語 IELTS  5.5 DUOLINGO ー
TOEFL iBT 54 TOEIC ー
TOEFL ITP ー 英検 ー
ITEP ー GTEC ー

GPA 3.0/5.0

Griffith	University	
(Navitas)

世界トップ 5％にランクインするグリ
フィス大学は、クイーンズランド州最
大規模で最も国際交流が盛んな大学の
ひとつ。最先端の施設を整え、時代の
ニーズに合わせたプログラムを生み出
す革新的な教育制度をもつ。多くのカ
リキュラムにおいて実務経験が積める
コースを取り入れており卒業時の就職
率も非常に高い。大規模大学でありな
がら 1 人 1 人への留学生サポートが整っ
ていることでも知られる。

時代に合わせた最先端の教育プログラムを
開発するオーストラリア最大規模の大学

設立年	 		1971 年
住所	 		Brisbane,	QLD
学生総数				50,000 人
留学生数	 		総数	 8,500 人			
　　　　　国籍数	 130 か国

La	Trobe	University
(Navitas)

メルボルンから北へ電車で約 1 時間の
場所にある公立の総合大学。メルボル
ンにある主要キャンパスの他、ビクト
リア州に 5 キャンパス、シドニーに 1
キャンパスを構える。IT やサイバーセ
キュリティーコースにおいて、世界トッ
プレベルの大手企業と提携。観光・ホ
スピタリティーでも世界的に有名なプ
ログラムを持つ。

観光のプログラムが世界的に有名な
メルボルン郊外にある自然豊かな総合大学

取得可能学位

人気専攻 TOP5

入学要件

費用目安
合計 
奨学金 なし

1　Hospitality
2　Creative and Interactive Media
3　Health Science
4　Business
5　Environment/Marine Science

ESL 準学士 学士 修士 修了証

● ● ● ● ●

取得可能学位

人気専攻 TOP5

入学要件

費用目安
合計
奨学金 なし

1　Hospitality 
2　Agricultural Sciences
3　Health Science
4　Psychology 
5　Education

ESL 準学士 学士 修士 修了証

● ●

英語 IELTS  5.5 DUOLINGO ー
TOEFL iBT 55 TOEIC ー
TOEFL ITP ー 英検 ー
ITEP ー GTEC ー

GPA 2.5/5.0

設立年	 		1964 年
住所	 		Bundoora,	VIC
学生総数				38,600 人
留学生数	 		総数	 8,000 人			
　　　　　国籍数	 110 か国

英語 IELTS  5.5 DUOLINGO ー
TOEFL iBT 46 TOEIC ー
TOEFL ITP ー 英検 ー
ITEP ー GTEC ー

GPA 2.8/5.0

Australia	&	New	Zealand
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Deakin	University
(Navitas)	 	 	

留学生サポートが非常に良いことで知
られているディーキン大学はビクトリ
ア州のメルボルン・ジーロングの他に
もジャカルタにキャンパスをもつグ
ローバル大学。革新的な授業と優れた
教授法から過去に多くの賞を受賞して
いる。多くの企業と提携をもち実際に
社会で必要とされている実戦経験のプ
ログラムを授業に取り入れるなど時代
に合わせて変化を続ける大学。

学生満足度の評価が過去 9年間連続で
5つ星が付く革新的な総合大学

Western	Sydney	
University	(Navitas)

シドニーの西側に位置し、100 以上の
豊富なコースを提供し常に新しいカリ
キュラムを取り入れ成長を続ける大学。
地域の企業からのフィードバックを活
かしたカリキュラムで学び、就学期間
中にインターンシップやボランティア
などの機会を提供しているため、就職
満足度が高く、さらに他の大学に比べ
て学費が安いのが特徴。

100 以上の学部を持ち、規模を
拡大し続ける新しい総合大学

取得可能学位

人気専攻 TOP5

入学要件

費用目安
合計 
奨学金 なし

1　Business
2　Exercise and Sports Science
3　Design
4　Information Technology
5　Communication

ESL 準学士 学士 修士 修了証

● ●

取得可能学位

人気専攻 TOP5

入学要件

費用目安
合計 
奨学金 なし

1　Psychology 
2　Communication and 
　  Media Studies
3　Education 
4　Nursing
5　Sociology

ESL 準学士 学士 修士 修了証

● ●

英語 IELTS  5.5 DUOLINGO ー
TOEFL iBT 71 TOEIC ー
TOEFL ITP ー 英検 ー
ITEP ー GTEC ー

GPA 2.5/5.0

英語 IELTS  6.5 DUOLINGO ー
TOEFL iBT 65 TOEIC ー
TOEFL ITP ー 英検 ー
ITEP ー GTEC ー

GPA 3.0/5.0

University	of	South
Australia	(Navitas)

大学設立から約 30 年とまだ若い大学
だが、オーストラリア内でもトップ 10
位に選ばれるなど急激な成長を見せて
いる大学。大学内の建物もモダンでお
洒落なものが多く、研究設備は最新の
ものをそろえ、癌などの医療に関する
研究が大学内で行われている。大規模
の大学ではあるが学生へのサービスは
オーストラリア内 2 位。Adelaide は世
界で最も住みやすい街ランキングに選
ばれるなど非常に住みやすい環境。

急激な成長をみせる
サウスオーストラリア州最大規模の大学

取得可能学位

人気専攻 TOP5

入学要件

費用目安
合計 
奨学金 なし

1　Business
2　Computing and IT
3　Engineering
4　Health Science
5　Art & Design

ESL 準学士 学士 修士 修了証

● ●

英語 IELTS  5.5 DUOLINGO ー
TOEFL iBT 70 TOEIC ー
TOEFL ITP ー 英検 1 級
ITEP ー GTEC ー

GPA 2.5/5.0

設立年	 		1991 年
住所	 		Adelaide,	SA
学生総数				33,800 人
留学生数	 		総数	 5,745 人			
　　　　　国籍数	 85 か国

設立年	 		1974 年
住所	 		Melbourne,	VIC
学生総数				60,000 人
留学生数	 		総数	 14,700 人			
　　　　　国籍数	 130 か国

設立年	 		1974 年
住所	 		Penrith	NSW
学生総数				45,000 人
留学生数	 		総数	 5,000 人			
　　　　　国籍数	 70 か国
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University	of	Otago

ニュージーランドで最も歴史があり、
かつニュージーランドの南島を代表す
る名門大学。世界大学ランキングトッ
プ 200 の常連。都市ダニーデンは、ビ
クトリアン様式建築の美しさや、活気
ある学生街として知られ、治安も国内
トップレベルに良好。海沿いで自然環
境豊かなため、自然環境系諸分野が伝
統的に強いが、他にも心理学やスポー
ツ科学で世界トップレベル。

ニュージーランドの
南島を代表する名門大学

Lincoln	University

南島最大都市であるクライストチャー
チ郊外の雄大な自然に囲まれた街リン
カーンに位置する大学。教授 1 人が受
け持つ学生の割合がニュージーランド
最小でアットホームな環境であるため
授業の内容が濃く 1 人 1 人の理解度が
高く留学生にも非常に人気が高い。

学生の約半分が留学生の
アットホームな大学

Ara	Institute	of	Canterbury

2016 年に CPIT（クライストチャーチ・
ポリテクニック工科大学）とアオラ
キ・ポリテクニックが合併され、実践
教育を専門とするニュージーランド南
島で最大の高等教育機関であり、かつ
NZQA カテゴリー１認定の国立校であ
る。

南島最大の国立工科大学・
ポリテクニッ	ク	（ITP）

University	of	Canterbury
(Navitas)	

オックスフォード大学とケンブリッジ大学
の学者たちによって設立された大学

取得可能学位

人気専攻 TOP5

入学要件

費用目安
合計 
奨学金 あり
　　　　　少数の留学生に
　　　　　NZ$10,000
　　　　　（1 回限り）

1　Psychology   
2　Food Science
3　Biology 
4　Environmental Science
5　Sports Science

ESL 準学士 学士 修士 修了証

● ●

取得可能学位

人気専攻 TOP5

入学要件

費用目安
合計
奨学金 あり
　　　　　 $2,500 ～ $10,000
                　 （コースや成績・英語
                  　条件によって異なる） 

１　Agricultural Science
２　Agribusiness and Food
        Marketing 
３　Viticulture and Oenology
４　Environment Management
５　Tourism Management

ESL 準学士 学士 修士 修了証

● ● ● ● ●

取得可能学位

人気専攻 TOP5

入学要件

費用目安
合計 
奨学金 なし

1　Business
2　Computing & ICT
3　Art & Design
4　Architectural Studies
5　Hospitality & 
       Service Industries

ESL 準学士 学士 修士 修了証

● ● ● ● ●

取得可能学位

人気専攻 TOP5

入学要件

費用目安
合計 
奨学金 なし

1　Forestry Engineering
2　Sports coaching
3　Business Management
4　Economics
5　Biology

ESL 準学士 学士 修士 修了証

● ●

設立年	 		1873	年
住所	 		Christchurch,	
　　　　				Canterbury	 	
学生総数				17,300 人
留学生数	 		総数	 2,200 人
																						国籍数	 110 か国

英語 IELTS  6.0 DUOLINGO ー
TOEFL iBT 80 TOEIC ー
TOEFL ITP ー 英検 ー
ITEP ー GTEC ー

GPA コースによる

英語 IELTS  5.5-7.0 DUOLINGO ー
TOEFL iBT 46-79 TOEIC ー
TOEFL ITP ー 英検 ー
ITEP ー GTEC ー
コースにより異なる

GPA 3.0/5.0

英語 IELTS  5.5 DUOLINGO ー
TOEFL iBT 46 TOEIC ー
TOEFL ITP ー 英検 ー
ITEP ー GTEC ー

GPA 3.0/5.0

設立年	 		1869 年
住所	 		Dunedin,	Otago
学生総数				21,000 人
留学生数	 		総数	 2,400 人			
　　　　　国籍数	 29 か国

設立年	 		1878 年
住所	 		Lincoln,	Canterbury
学生総数				3,300 人
留学生数	 		総数	 1,500 人			
　　　　　国籍数	 80 か国

ニュージーランドで 2 番目に古く歴史
ある大学。大学は木々が茂り庭園や自
然を楽しめる伝統的なキャンパス。世
界の大学ランキングではトップ１％に
ランクインし、世界的な評価が高い。
中 で も、 工 学 部 は 世 界 ラ ン キ ン グ で
100 位以内、マーケティング・観光学に
関してはニュージランド内でトップ。生
物系の研究設備が非常に整っていること
でも有名。カンタベリーはニュージラン
ドで 2 番目に大きな都市でもあり留学生
には生活しやすい環境。

Swinburne	University
	of	Technology

工科大学から総合大学に拡大したとい
う歴史から、工科系のコースが豊富に
設けてあり世界的に有名。特にデザイ
ンのコースは世界でトップ 40 に入る。
全体では Young University のカテゴリ
で 45 位に入るなど成長を続ける大学。
キャンパスは、メルボルンから電車で
20 分ほどの富裕層が多く住むホーソン
地区に位置しており治安が良い。電車
の駅はキャンパスに併設してあり都会
へのアクセスが良く生活しやすい環境。

デザイン系が世界的に有名な急成長を
遂げているメルボルン郊外の総合大学

取得可能学位

人気専攻 TOP5

入学要件

費用目安
合計
奨学金 なし

１　Business
２　Engineering
３　Information Technology
４　Film & Television
５　Design

ESL 準学士 学士 修士 修了証

● ● ● ●

英語 IELTS  5.5 DUOLINGO ー
TOEFL iBT 65 TOEIC ー
TOEFL ITP ー 英検 ー
ITEP ー GTEC ー

GPA 2.0/5.0

設立年	 		1909 年
住所	 		Hawthorn,	VIC
学生総数				53,000 人
留学生数	 		総数	 8,500 人			
　　　　　国籍数	 か国

設立年	 		1906	年
住所	 		Christchurch/
																						Timaru,	Canterbury		
学生総数				19,000 人
留学生数	 		総数	 1,800 人
																						国籍数	 50 か国

英語 IELTS  5.0-6.0 DUOLINGO ー
TOEFL iBT 35-60 TOEIC ー
TOEFL ITP ー 英検 ー
ITEP ー GTEC ー
コースにより異なる

GPA 2.5/5.0
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Asia	Pacific	University		(APU)

APU 大学は設立当初から「IT とビジネ
スに強い大学」というコンセプトのも
と運営されている。IT 関連設備は国内
でも類を見ないほど整っており、最新
機器を使っての授業が行われている。
また、IT 技術をビジネス分野に生かす
内容の学習は、ビジネス系を目指す学
生にとっては非常に魅力的。

IT 関連教育は
マレーシアトップクラス！

設立年	 		1993 年
住所	 		Bukit	Jail,　
　　　　　Kuala	Lumpur
学生総数				12,000 人
留学生数	 		総数	 5,000 人
																						国籍数	 130 か国

INTI	International
University	＆ Colleges

マレーシアで特徴的な ADTP（アメリ
カ大学編入プログラム）に強い大学で、
提携校数も多く、学生一人一人に対し
て、きめ細かな編入カウンセリングを
行うことでも有名。多くの学生をアメ
リカに輩出してきた実績で皆さんをサ
ポート。また、ビジネスプログラムも
マレーシア国内では非常に高評価。

アメリカ大学編入プログラムに強い大学

設立年	 		1986 年		
住所	 		Nilai,	
																						Negeri	Sembilan	
学生総数				15,000 人
留学生数	 		総数	 2,600 人
																						国籍数	 52 か国

HELP	University	&	College	

アメリカをはじめ、イギリス、オース
トラリアなどの有名大学との提携が多
く、マレーシアでの留学＋違う国での
留学、卒業を検討している学生にとて
もお勧めできる大学。また、2 つのキャ
ンパスを持っており、クアラルンプー
ルの中心（ダマンサラハイツ）もしく
は静かな郊外（スバン）から選択が可能。

海外への編入プログラム充実。
学生評価の高い大学

設立年	 		1986 年
住所	 		Bukit	Damansara,	
　　　　　Kuala	Lumpur	 	
学生総数				11,000 人
留学生数	 		総数	 2,500 人
																						国籍数	 82 か国

取得可能学位

人気専攻 TOP5

入学要件

費用目安
合計 
奨学金 なし

1　Information Technology  
2　Computer Science
3　Busines ( E-Business) 
4　International Business 
  　Management 
5　Engineering 

ESL 準学士 学士 修士 修了証

● ● ● ●

取得可能学位

人気専攻 TOP5

入学要件

費用目安
合計 
奨学金 あり
　　　　　 時期により、
　　　　　 授業料割引
　　　　　 キャンペーン有。

1　American Degree Transfer 
       Program  
2　Business 
3　Accounting    
4　Media Communication  
5　IT&Computer

ESL 準学士 学士 修士 修了証

● ● ● ●

取得可能学位

人気専攻 TOP5

入学要件

費用目安
合計 
奨学金        あり　
                　~RM5,000
              　 （学部・成績に準じる）

1　Psychology
2　Business  
3　Communication 
4　International Business  
5　Foundation （※）

ESL 準学士 学士 修士 修了証

● ● ● ●

Malaysia
英語 IELTS  5.5 DUOLINGO ー

TOEFL iBT 46 TOEIC ー
TOEFL ITP ー 英検 ー
ITEP ー GTEC ー

GPA 3.0 / 5.0

英語 IELTS  6.0 DUOLINGO ー
TOEFL iBT 80 TOEIC ー
TOEFL ITP 550 英検 ー
ITEP ー GTEC ー

GPA 3.0/5.0

英語 IELTS  5.5 DUOLINGO ー
TOEFL iBT 68 TOEIC ー
TOEFL ITP ー 英検 ー
ITEP ー GTEC ー

GPA 3.0/5.0
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Sunway	University

SUNWAY 大学は財閥企業が手掛ける教
育部門。実際のビジネス最先端で成功
している企業でのビジネス系科目の学
習では、そのノウハウの多くを学ぶこ
とが可能。学校の施設設備もマレーシ
アトップクラスで、学生からの評判も
非常に高評価。学校至近にテーマパー
クや、モールもあり、生活面でも非常
に便利な環境。 

SUNWAY 財閥が手掛ける
マレーシア最高品質の大学

設立年	 		2004 年	
住所	 		Petalin	Jaya,	
　　　　　Selangor	 	
学生総数				13,000 人
留学生数	 		総数	 3,500 人			
　　　　　国籍数	 		80 か国

Monash	University	
	(Malaysia	Campus)	

世界ランク 58 位（QS）のモナッシュ
大 学 の マ レ ー シ ア キ ャ ン パ ス。 オ ー
ストラリアでの授業料 / 生活費に比べ
低 コ ス ト で の 留 学 が 可 能。 授 業 な ど
のクオリティは本校と変わらないた
め、権威ある大学を低コストにて留学
/ 卒業したい方にお勧めの学校です。
SUNWAY エリアにあるため、周辺の住
環境も非常に便利。

世界ランク 58位 (2022) の
Monash 大学のマレーシア校

設立年	 	1958	(1998)	 年	
住所	 		Bandar	Sunway,	
　　　　　Selangor	 	
学生総数				17,500 人
留学生数	 		総数	 6,000 人
																						国籍数	 70 か国

UCSI	University

マレーシアで最も歴史のある私立大学
のうちの一つである UCSI 大学では、現
在 110 か国の様々な国から 10,000 以上
の学生が在籍。
4,200 以 上 の グ ロ ー バ ル 企 業 が UCSI
大 学 の 学 生 に 最 短 2 か 月 の イ ン タ ー
ン シ ッ プ を 提 供。 パ ー ト ナ ー 企 業 の
97.8% がインターンシップからの採用
に積極的。

名門私立大学のクオリティ。
費用対効果抜群の大学

設立年	 		1986	年
住所	 		Persekutuan,
　　　　　Kuala	Lumpur
学生総数				10,000 人
留学生数	 		総数	 3,000 人
																						国籍数	 	110 か国

Taylor's	University	

ホスピタリティ系学部は世界ランク
堂 々 の 17 位 を 誇 る 大 学。（QS,2021）
同分野では国内で右に出る大学がない
ほど、知名度、授業品質ともに高く、
卒業後の就職を見据えた授業構成に
なっているため、就職率の高さも特徴
的。清潔感とデザイン性にあふれたレ
イクサイドキャンパスでの学生生活は
充実間違いなし。

マレーシアでホスピタリティを
学ぶならココ！

取得可能学位

人気専攻 TOP5

入学要件

費用目安
合計 
奨学金 あり
                      （成績に準じる） 

1　International Hospitality 
2　Business
3　Communication 
4　Culinary Arts
5　IT&Computer

ESL 準学士 学士 修士 修了証

● ● ● ●

取得可能学位

人気専攻 TOP5

入学要件

費用目安
合計
奨学金 あり
　　　　　~AUD2,500
                     （成績に準じる）

1     Business and Commerce
2     Arts & Social Sciences 
3     Computing & IT
4     Engineering
5     Biomedical Science 

ESL 準学士 学士 修士 修了証

● ● ● ●

取得可能学位

人気専攻 TOP5

入学要件

費用目安
合計 
奨学金 あり
　　　　　     授業料の 15％、25％
                                   （成績により 1 年目のみ）

1  Business Administration
2  Nursing 
3  Business Information Systems 
4  Psychology
5  Multimedia Design

ESL 準学士 学士 修士 修了証

● ● ● ●

取得可能学位

人気専攻 TOP5

入学要件

費用目安
合計 
奨学金 あり
                      RM2,000~RM5,000
                     （成績に準じる）

1　Hospitality Management
2　Business
3　Architecture
4　Tourism Management 
5　Culinary Arts

ESL 準学士 学士 修士 修了証

● ● ● ●

設立年	 		1969	年
住所	 		Subang	Jaya,	
																						Selangor		
学生総数				11,000 人
留学生数	 		総数	 3,000 人
																						国籍数	 80 か国

英語 IELTS  6.0 DUOLINGO ー
TOEFL iBT 80 TOEIC ー
TOEFL ITP 550 英検 ー
ITEP ー GTEC ー

GPA 3.0+ / 5.0

英語 IELTS  6.5 DUOLINGO ー
TOEFL iBT 79 TOEIC ー
TOEFL ITP 550 英検 ー
ITEP ー GTEC ー
英語コース有

GPA 3.3/ 5.0

英語 IELTS  5.0 DUOLINGO ー
TOEFL iBT 42 TOEIC ー
TOEFL ITP ー 英検 ー
ITEP ー GTEC ー

GPA 3.0 / 5.0

英語 IELTS  5.0 DUOLINGO ー
TOEFL iBT 34 TOEIC ー
TOEFL ITP ー 英検 ー
ITEP ー GTEC ー

GPA 3.0 / 5.0
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The	One	Academy	of	
Communication	Design

"Masters Train Masters" を キ ャ ッ チ フ
レーズに、マレーシアでは随一の芸術
大学。世界の最先端で活躍してきた最
高の講師陣だけでなく、世界にとどろ
く TOA の世界最高レベルの教育環境を
求めて、世界中から優秀な学生が集ま
り切磋琢磨する環境。

世界を代表する名門芸術大学

設立年	 		1991 年
住所													Petaling		Jaya,
																						Selangor
学生総数				2,500 人
留学生数	 		総数 200~300 人
																						国籍数	 		30 か国

SIM		Global	Education	
(Singapore	Institute	of		Management)

シンガポールの中心部から車で 30 分程
度の場所に位置し、利便性を兼ね備え
た、学習に集中できる環境。学校の大
きな特徴は世界の有名大学（ロンドン
大学（英）ウーロンゴン大学（豪）ニュー
ヨーク州立大学バッファロー（米））な
どの学位が取得可能なプログラム。本
国で学ぶよりも費用を押さえながら水
準の高い教育を受けることができる。

アジアの中心で、世界の
有名大学学位を取得

設立年	 		1964 年		
住所	 		Clementi	Road	
　　　　　Singapore	
学生総数				18,000 人
留学生数	 		総数	 3,500 人
																						国籍数	 45 か国

University	of	
Nottingham	Malaysia

世界大学ランキングで常に 100 位以内
にランクインする Nottingham 大学の
マレーシア分校。イギリスの本校を拠
点に、中国、マレーシアの分校では同
じ質の同じカリキュラムの授業を提供。
学び方、評価基準すべてが本校の基準
で設定されており、本校スタンダード
に合わせた学校運営。

イギリスの名門校
Nottingham大学の教育をマレーシアで。

設立年	 		1948 年
住所	 		Semenyih,	Selangor	
学生総数				5,500 人
留学生数	 		総数	 1,000 人
																						国籍数	 40 か国

取得可能学位

人気専攻 TOP5

入学要件

費用目安
合計 
奨学金 なし

1　Visual Effects
2　Digital Animation
3　Digital Media Design  
4　Advertising & 
       Graphic Design
5　Fine Arts

ESL 準学士 学士 修士 修了証

● ● ●

取得可能学位

人気専攻 TOP5

入学要件

費用目安
合計 
奨学金 あり
　　　　　（成績に準じる）

1　Business 
2　IT
3　Psychology and Sociology
4　Communication
5　International Relations

ESL 準学士 学士 修士 修了証

● ● ●

取得可能学位

人気専攻 TOP5

入学要件

費用目安
合計 
奨学金 なし

1　International Relations
2　International Business
       Management
3    Business Economics  
       and Management
4    English Language and 
      Literature 
5   Computer Science 
      with Artificial Intelligence  
 

ESL 準学士 学士 修士 修了証

● ●

英語 IELTS  4.0 DUOLINGO ー
TOEFL iBT 30 TOEIC ー
TOEFL ITP ー 英検 ー
ITEP ー GTEC ー
※Diplomaコース入学の基準です。

GPA 3.0 / 5.0

英語 IELTS  6.5 DUOLINGO ー
TOEFL iBT 87 TOEIC ー
TOEFL ITP ー 英検 ー
ITEP ー GTEC ー

GPA 3.5/5.0

英語 IELTS  5.5 DUOLINGO ー
TOEFL iBT 79 TOEIC 550
TOEFL ITP ー 英検 ー
ITEP ー GTEC ー

GPA 3.0/5.0

Malaysia

Singapore

欧
州

B.H.M.S(Business	Hotel	
Management	School)

ホスピタリティ産業の中心となるスイ
ス、 ル ツ ェ ル ン に キ ャ ン パ ス を 置 く
BHMS。1 年の半分が座学、半分が有名
ホテル等でのインターンと、特殊なカ
リキュラムで、実践学習を通して高度
な能力を身に着けることが可能です。
卒業後の就職に非常に強く、有名ホテ
ル・リゾート施設への就職者が多いの
も特徴です。

インターンが超充実！ホスピタリティ
関連を学ぶ最高の環境。

設立年	 		1998 年
住所	 	 Luzern	Switzerland
学生総数				1,200 人
留学生数	 		総数	 1,200 人			
　　　　　国籍数	 90 か国

National	College	of	Ireland

アイルランドの経済の中心であるダブ
リンの工業ビジネスの発展に寄与する
目的で作られた国立大学だが、他の国
立大学群とは異なり研究に重点をおく
のではなく、私立大学のように大学と
して収益を上げ、上がった収益を投資
に回すことで、社会のニーズや動きに
素早く対応し、より求められる実践的
なスキルをビジネス界に提供する役割
を担っている。

アイルランドの経済の中心である
ダブリンに作られた国立大学

取得可能学位

人気専攻 TOP5

入学要件

費用目安
合計 
奨学金 要問合せ

1　Global Business Management 
2　Hotel & Hospitality Management 
3　Culinary Arts
4　International Hospitality 
　  Business Management  
 

ESL 準学士 学士 修士 修了証

● ● ● ●

取得可能学位

人気専攻 TOP5

入学要件

費用目安
合計
奨学金 あり＝ €2,000
                     （成績に準じる）

1　Accounting & Finance 
2　Business
3　Human Resource Management
4　Marketing
5　Computer Science 

ESL 準学士 学士 修士 修了証

● ●

英語 IELTS  6 DUOLINGO ー
TOEFL iBT ー TOEIC ー
TOEFL ITP ー 英検 ー
ITEP ー GTEC ー

GPA 4.0/5

設立年	 		1951 年
住所	 		Dublin,	Ireland
学生総数				5,800 人
留学生数	 		総数	 1,200 人			
　　　　　国籍数	 80 か国

英語 IELTS  5.0 DUOLINGO ー
TOEFL iBT ー TOEIC ー
TOEFL ITP ー 英検 ー
ITEP ー GTEC ー

GPA 3.0/5

American	University	of	
Malta	 	 	

新設で満足度の高い大学	

設立年	 		2016 年
住所	 		Bormla,	Malta
学生総数				150 人
留学生数	 		総数	 非公開			
　　　　　国籍数	 23 か国

人気専攻 TOP5
1　Business
2　Business & Finance 
3　Game Development 
4　Electronics and 
　   Communications Engineering
5　Accounting  
 

マルタ最古の総合大学

設立年	 		1592 年
住所	 		Msida,	Malta
学生総数				11,500 人
留学生数	 		総数	 1,000 人			
　　　　　国籍数	 92 か国

人気専攻 TOP5
1　History
2　International Relations
3　Linguistics
4　Tourism Studies
5　Mediterranean Studies

University	of	Twente
(Navitas)	 	 	

世界トップ 200 内の大学

設立年	 		1961 年
住所	 		Enschede,	
　　　　　Netherlands
学生総数				11,100 人
留学生数	 		総数	 2,429 人
　　　　　国籍数	 67 か国

人気専攻 TOP5
1　Computer Science
2　Social Sciences and Public Health  
3　Materials Science
4　Geosciences 
5　Engineering  
 

Hague	University	of	
Applied	Science	(Navitas)

国際機関を身近に感じる大学

設立年	 		1987 年
住所	 		The	Hague,	Netherlands		
学生総数				26,000 人
留学生数	 		総数	 400 人			
　　　　　国籍数	 160 か国

人気専攻 TOP5
1　International Business
2　User Experience Design
3　Industrial Design Engineering
4　International Financial 
　  Managemen
5　International Sport Management 

	Europe
2016 年設立の大学。マルタは海外企業
が多くインターン機会が豊富。特にゲー
ム関連企業は 200 社以上。

400 年以上の歴史がある、多国籍学校。
教育水準が高く世界の認知度も高い。
EC 経由での出願。

環境工学の分野で世界的に有名。グロー
バルマインドな学生が多く実践的なカ
リキュラムを実施。 

ハーグには国際司法裁判所（ICJ）など
の国際機関が集中。（開放日などあり） 
国際系希望者に最適。

The	University	of	Malta(EC)
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ご留学までの流れ

ここまでの留学準備お疲れ様でした！いよいよ皆さんの留学
生活がスタートです！

■申込書ダウンロードはこちら→

■お問い合わせは　　　　　お電話：		東京オフィス／ 03-6691-0226
　　　　　　　　　　　			　　		大阪オフィス／ 06-7222-3981
	　　　　　　　　					　　			メール：		info@ryugaku.or.jp			

情報収集

個別留学相談

留学説明会や各種フェア・セミナー、資料請求などを通じて、
留学を希望する国や学校の基本情報を GET しましょう。

（カウンセリング）
留学に対する希望や要望、ご予算に合わせて留学先の国や学
校、留学プランを決定していきます。

留学先国、学校、プランが決定したら、海外留学推進協会へ
の留学サポートの申込を行います。（申込書のご提出）申し込み

入学手続き

合格

申込が完了すると、担当カウンセラーより学校の入学手続き
に必要な書類のご案内をいたします。各種書類が集まり次第、
当協会にご提出いただき、学校の入学手続きを行います。

学校から入学許可証・合格証（Offer Letter もしくは I-20 ※ア
メリカの場合）が届くと出願校への合格が決定いたします。

渡航に向けた
準備

■ VISA： 必要に応じて当該国の学生ビザの手続き。（アドバイス）
■滞在先：現地での滞在先手配及び準備。（サポート）
■その他：航空券、海外留学保険、海外携帯、海外用キャッシュ
　カードの準備。

渡航前の各種準備や手続き、海外での安全対策、持ち物、留
学中の心得、現地生活の諸注意等、具体的にご説明いたします。

出発前
オリエンテーション

渡航
留学生活タート

1

2

3

4

5

6

7

8

海外留学推進協会とは
海
外
留
学
推
進
協
会
と
は

当協会は、AIRC（American International Recruitment 
Council）から認証を受けた日本唯一の団体です。各
AIRC 加盟教育機関と提携することで、留学生の募集
を行うことができます。当協会の運営費用は、海外
の提携校から支払われるため、留学生の入学手続き
サポートを無償で行うことが可能です。

一般財団法人海外留学推進協会は、海外留学に関する情報収
集と、その情報に基づく海外留学の提案や支援を行うことに
よって、国際的に活躍する人材の育成と日本の更なる国際化
に寄与することを目的としています。
海外留学推進協会では、客観性と中立性を保ち、正確で有効
な留学情報を提供することで、一人でも多くの人が留学でき
るように努力します。留学を希望する皆様への情報提供およ
び、留学計画の提示、留学実施の支援を行ってまいります。

１  海外の大学や語学学校をはじめとする教育機関に関する情報収集
２  日本の教育機関で留学に関連した部門や留学を検討している個人に対
　　する情報提供

３  留学を検討している個人に対する相談の受付・助言・指導・留学手続き補助
　　等の支援

４  海外留学プログラムの企画・運営
５  国際交流推進のための講演等の広報活動
６  国際交流推進のため、留学生に対する奨学金の助成
７  留学を希望する者への留学業者の紹介・斡旋
８  その他目的を達成するために必要な事業及び上記各号に関連する事業

留学したい！と思ったら、
まずは無料のカウンセリングをご利用ください。ホームページやパンフ
レットだけでは、十分な情報が得られるわけではありません。学校を訪
問したり、送り出した先輩たちの声や、学校の担当者から聞いている情
報等を得ている、留学カウンセラーが、皆さんの希望をお聞きしながら、
最適な留学プランのご提案、費用お見積りなどをしていきます。カウン
セラーと一緒に希望の予算や期間、場所などを踏まえて、留学プランを
決定していきましょう。さらに留学を考えるうえで、必要な準備や、最
新の情報、学校選びに役立つ情報など、適切なアドバイスを受けること
ができます。留学カウンセリングは、サポートデスク（東京・大阪）で、
お電話、ZOOM、メール等にて承っております。

皆さんの留学を応援します！

AIRC
（American	International	Recruitment	Council）

私たちの使命 活動内容

■カウンセリング予約はこちら→

留学希望者へのメッセージ 全ては一期一会だと
思っています。皆様
をカウンセリングで
きるのも、何かの縁
なので、留学までの
道のりを二人三脚で
挑んでいければと思
います。

皆さんの留学を
　出願手続き料無料	にて
　　サポートさせて頂きます。

海外留学推進協会
オフィスについて→

東京と大阪にオフィスを構え、皆様の留
学のお手伝いをしております。住所等の
詳細情報は QR コードをご参照ください。

説明会情報

■アメリカ大学奨学金留学説明会
■コミュニティカレッジ・
　4 年制大学編入説明会
■マレーシア留学説明会
■語学留学説明会  等
毎月様々な説明会を開催しております。
まずは説明会で様々な話を聞いてみたい
方は、直近で開催している説明会情報を
GET しましょう。

協会公式 SNS
情報収集にお役立てください
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「大学で使える英語」を本気で学びたい人へ

●留学前に英語力を底上げしたい方、留学後の英語力を維持させたい方
● TOEFL・TOEIC・IELTS 等の留学に必要なスコアをアップさせたい方
●現地の英語コースなしで、直接学部留学したい方

こんな方に
お勧め

授業時間

費用

受講時に必要なもの

開講時期

講義内容

期間中の月曜～金曜・日本時間 20:00 ～ 22:00（1 日 2 時間× 8 週間＝計 80 時間）

受講料：800USD（10㌦× 80 時間）/ 1 学期（8 週間）※クラス分けテスト費用：10USD

高速インターネット環境（Wi-FI 推奨）・パソコン・ウェブカメラ・マイク

1 月～ 3 月、4 月～ 5 月、6 月～ 7 月、8 月～ 9 月、10 月～ 12 月
（詳細は web ページをご確認ください。）

大学の本課程講義に必要となる 4 技能（Listening/ Speaking/ Writing/ Reading）の習得。

と が贈る

アーカンソー州立大学オンライン英語コース

先生と対話しながら学べる
授業は一方的な先生の発信ではなく、ともに会
話をしながら進めていくスタイルでした。生徒
が置いていかれるようなことはなく、皆が積極
的に参加し楽しんで勉強できたように感じます。

※受講開始前にクラス分けテストを受験して頂き、ご自身にあったレベルから始められるので、安心です。

「アーカンソー州立大学英語コース」

※ 1学期分で約 100 万円分の節約になります。

現地で大学付属英語コースの
授業を受けるより、

80％の費用節約	になります。
パソコンとネット環境があれば、
アメリカ 4年制大学付属英語コースの
授業がどこででも	受講可能

留学前に週 5 のペースでアメリカの大学の先生
自らが行う授業を受けられたことは、英会話や英
語教室などに通うよりも効率が良く、留学先で生
かせる英語を学ぶことができたことが良かったと
思います。これから留学を控えている方は、現地
の授業に慣れるためや英語力を上げるためにも是
非、受講することをお勧めします。ハードですが、
その分学ぶことはとても沢山あります。

英語が好きな方、将来英語関係の仕事に就きたい
方、どんな方でも絶対に楽しみながら授業が受け
られると思います。クラスメイトも留学した経験
があり色々知ってる方がいるので、彼らと英語で
留学経験など共有できるので話を聞いてとても楽
しかったです。高校 3 年の夏からの受講となりま
したが、もう少し早くこのプログラムに参加した
かったなと思いました。また、日本時間の夜 8 時
～ 10 時なので学校が終わってからでも時間に余
裕があるし、学校では絶対に体験できないエッセ
イの書き方や、スピーキングの時間があるのでい
い経験でした。

修士課程を修了した
経験豊富で優秀な教師陣が
皆さんの講義を担当いたします。

開講日などのプログラムの詳細は下記の
URL をご確認ください。
https://english.ryugaku.or. jp/

A.T さん

K.M さんD.M さん
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申込者は、この約款を承諾の上、一般財団法人海外留学推進協会（以下 ｢当会
｣ という）に対し各種サービス（以下 ｢プログラム｣ という）を申し込みます。
プログラムは、当会の提携教育機関に限られ、この約款に定める範囲において
のみ無償にて提供されるものとします。 

この約款に基づくプログラムの契約は、申込者が当会に所定の申込書を提出し
たときに成立するものとします。 

当会は、この約款に基づくプログラムの申込みがあった場合でも次に定める事
由のひとつあるいは複数が認められると当会が判断した場合、申込みをお断り、
または、申込みを取消扱いにすることがあります。 
1. 申込者の学業成績が提携教育機関の評定基準や評定値に達していないとき。 
2. 申込者が未成年である場合に留学について親権者の同意がないとき。 
3. 留学先定員に受入余裕がないときや入学可能性がないと判断したとき。
4. 提携教育機関への申込手続き及び渡航に必要な手続きが完了できる時間的余
　裕がないとき。 
5. 健康状態などの理由により渡航に不適当と当会が判断したとき。
6. 提携教育機関が定める性別、年齢、資格、技能、その他の条件を満たしてい 
　ないとき。
7. 提携教育機関または当会が定める必要書類等の提出期限までに、書類等の提
　出がなされなかったとき。当会との連絡に対し返信がない、または当会が申
　込者、提携教育機関との連絡が取れずプログラムを遂行することが困難と判
　断したとき。
8. 申込者が提携教育機関での学習に不適当と当会が判断したとき及び当会の業
　務上の都合があるとき。 

1. 提携教育機関への申込手続き 
　希望する提携教育機関の入学申請に必要な手続きを代行します。提携教育機
　関の審査により合否が決まる場合入学申請手続きの代行となり、別途記載が
　ない限り提携教育機関からの合否を保証するものではありません。 
2. 滞在先の手続き 
　（a）提携教育機関が提供または斡旋するホームステイ、学生寮などの滞在先
　　　などの申込手続きを代行します。ただし、申込者の希望により滞在先の
　　　手配をしない場合、もしくは提携教育機関が寮やホームステイの斡旋を
　　　行わない場合や、すでに定員に達しているため斡旋が不可能な場合には、
　　　この申込手続きの代行はいたしません。必要な書類の案内を行いますが、
　　　必要書類は申込者の責任で作成の上、提出して頂きます。 
　(b)   提携教育機関によっては、出発日以前に、寮やホームステイ先の住所、
　　　部屋番号がわからないこともあります。ホームステイの場合、1 家庭に 2
　　　人以上の留学生が滞在することもあります。また、寮の定員の都合で希
　　　望する部屋に滞在できない場合もあります。
　(c)   当会の責によらない事由で滞在先が確保できない場合、当会はその責を負
　　　いません。 
3. 航空券の手続き
　日本国内の出発空港から教育機関の最寄り空港までの往復航空券は、各自で
　手配するものとします。但し希望者には当会指定の旅行代理店を通じて航空
　券の手続きを行うことができるものとします。手配にあたり、満席などの理
　由により、希望の日時や希望の航空会社の航空券が手配できない場合があり
　ます。代理店及び当会の責によらない事由で航空券が手配できなかった場合、
　代理店及び当会はその責を負いません。 
4. 留学費用、入学手続き等に必要な費用の支払手続き
　 (a)   提携教育機関等への入学手続きに必要な申請料、授業料、滞在費、国際
　　　速達便費用、WES（単位互換審査機関）の費用等、必要費用の支払手続
　　　きを代行またはご案内いたします。当会所定の納付期限までに、指定の
　　　金額を指定の口座にお振込み頂くか、クレジットカード、銀行振込等で
　　　直接お支払い頂きます。事前申告や特別な理由なく納付期限を延滞した
　　　場合、自動的に留学手配の取消しとなります。また、その場合は取消扱
　　　いとなり、「６ 条２項」 規定の取消料を申し受けます。
　 (b)  コース費用等現地通貨建て費用の支払いを代行する場合、取引先銀行の
　　　TTS レートを参考にした当会規定の為替レートで日本円に換算し、送金手
　　　数料を加えたものを請求します。当会規定の為替レートは、市場の為替
　　　変動とともに変動します。 
　(c)   提携教育機関でのコース単位の取得数や滞在先の部屋タイプにより料金が
　　　異なるため当会では概算で計算しご提案する場合があります。また、出
　　　発後でも提携教育機関等の都合で料金が変更になる場合があります。 
5. 海外留学保険の加入手続き 
　海外留学保険の加入手続きを行います。留学生を受け入れる提携教育機関で
　は留学生に保険の加入を義務付けています。海外留学保険には必ず加入して
　下さい。
6. ビザ取得案内 
　ビザは、申込者各個人で申請して頂きます。申込者の希望があった場合、別
　途有料にてビザ申請書類の作成サポートを行う会社等をご紹介いたしますが、
　取得を保証するものではありません。ビザの取得ができなかった場合、それ
　に伴ういかなる損害について当会はその責を負いません。 

1. 留学費用 
　当会では、出願料、滞在申込金など入学手続きに必要な実費、提携教育機関
　の授業料及び入学登録費用、入寮予約金、部屋代、食費、その他留学期間中
　に必要になる費用について、提携教育機関から当会に寄せられた資料に基づ
　いて算出し、申込者に請求、もしくは情報提供します。また、留学費用は提
　携教育機関、滞在先斡旋会社その他支払い先の事情により、予告なしに変更
　されることがあります。 
2. 宿泊費用
　日程の関係上、出発地、途中経由地でホテルなどの宿泊施設に宿泊すること
　があります。その場合、宿泊等に関する費用は申込者の負担となります。
 3. 緊急連絡費用
　緊急を要する場合や申込者の要請により提携教育機関などに国際電話、ファ
　クシミリなどを使用する場合には、1 件につき 3,300 円の緊急連絡費用及び実
　費が必要となります。この費用は申込者の負担となります。 

1. 変更 
　変更依頼は、書面にて受け付けるものとします。 
　（a）提携教育機関の変更申込み後ただちに提携教育機関の手続きが開始され
　　　るため、申込者の都合で提携教育機関を変更する場合は、｢取消し｣ の場
　　　合と同じ規定が適用されます。変更先への手配に関しては、新規申込と
　　　して新たに申込手続を行うものとします。 
　（b)  受講日程、希望コース等の変更提携教育機関は変更せず、受講開始日を延
　　　期したり、受講コース、滞在先等を変更したりする場合は、提携教育機
　　　関の定めた約款・条件に基づいて行われ、1 回の変更毎に当会規定の変更
　　　手数料 11,000 円を別途申し受けます。また、変更に際し、既に支払った
　　　申込金やデポジットが提携教育機関の事情により返金されない場合や、
　　　提携教育機関の定める変更手数料を申し受ける場合があります。受講開
　　　始日を早める場合、受講開始日から 30 日前までにお申出を頂けなかった
　　　場合には、特急料金としてさらに 11,000 円を別途申し受けます。受講開
　　　始日を未確定延期する場合、および変更希望を提携教育機関が提携教育機関
　　　の都合で受け入れられないため留学を中止する場合は、｢取消し｣ と同じ規定が
　　　適用されます 。
2. 取消し（キャンセル）
　取消依頼は、書面にて受け付けるものとします。申込者の個人的都合で申込
　みを取り消す場合は、次の (a)(b)(c) の取消料を申し受けます。
　(a) 取消しの時期に関わらず、提携教育機関の定める申込金の返金はされません。
　(b) 提携教育機関の定める取消料を申し受けます。
　(c) 当会規定の取消手数料として、22,000 円を別途申し受けます 
3. 出発後の変更・取消し 
　日本出国後、申込者の都合で受講期間、提携教育機関を変更・取消しをする
　場合、提携教育機関の定めた約款・条件に基づいて行われるものとします。
　但し差額の返金を伴う変更・取消しの場合は提携教育機関からの返金が当会
　に到着した時点での当会規定の為替レートを適用し換算したものから、銀行
　の換算手数料及び当会規定の変更手数料または取消手数料を差し引いた金額
　を申込者指定の日本国内の銀行口座に振込みするものとします。実際に返金
　できる時期は、お申出の１-3 ヶ月後になります。 

当会は、日本国外の教育機関を自ら運営するものではありません。したがって
当会は次の各項に関して、以下のようにその責を負いません。以下の免責事項
に該当する場合、支払われた入学登録費用、所要実費等は一切返金されません。 
1. 提携教育機関によって手配できない条件がある場合 
　提携教育機関（主に公立・大学付属の学校）によっては、受講中に滞在する
　宿泊施設を事前に手配できず、現地に到着してから提携教育機関の担当者と
　相談して頂くことがあります。その他提携教育機関側の都合で申込者の希望
　の滞在先が叶えられない場合、当会はその責を負いません 。
2. 提携教育機関が契約を遂行できない場合 
　提携教育機関の都合でコース内容や条件が変更されたり、コースの一部また
　は全部が実施されなくなった場合、当会は原状に復する努力をいたしますが、
　その変更や中止に伴う損害について当会はその責を負いません。 
3. 希望コースに入学できない場合 
　現地に手配した時点で申込者の希望のコースがすでに満員であった場合には、
　その旨を申込者に通知した上で第２希望の手配をいたします。第２希望がな
　い場合は取消扱いになりますが、その場合でも変更手数料として 11,000 円を
　申し受けます。
 4. 旅券（パスポート）・査証（ビザ）が取得できない場合 及び入国できない場合 
　申込者の旅券（パスポート）、必要査証（ビザ）が日本国ないし、渡航国の判
　断により入国できない場合、または現地での入国を拒否された場合、当会は
　その責を負いません。また、その場合は取消扱いとなり、「６条２項」 規定の
　取消料を申し受けます。 
5. 天災、地変、戦争、テロ、ストライキ、その他不可抗力による場合 
6. 法令、公序、良俗に反する行為のため生じた損害は個人に帰します。また受
　入先の規則に違反した場合、申込者の責となり、当会はその責を負いません。
　・ 当会は、当会の責によらない事由により申込者がなんらかの損害を受けた
　　場合、その責を負いません。当会プログラムについて訴訟請求を希望され
　　る場合は、当会管轄裁判所へ願います。 
　・ 当会では、申込者の個人データ等守られるべき情報の一切を外部に漏らし
　　ません。但し、現地サポート、事故対応時に必要な場合には当会と提携す
　　る海外サービス機関に申込書の内容を開示いたします。
　 ・ 当会は、本約款に記載された範囲でプログラムを実施します。渡航先等で
　　申込者に生じた損害の責任は申込者本人に帰し、当会はその責を負いません。
　 ・ 本約款の内容は、2019 月 10 月 1 日以降に申し込まれるすべてのプログラム
　　申込契約に適用されます。本約款は、変更されることがあります。 

1.	申込みの前に

2.	申込み方法

3.	申込みの条件

4.	プログラムの範囲

5.	諸費用

6.	申込者からの契約内容の変更・取消し	

7.	免責事項

 
 

 

 

【ご提出方法】ご郵送 /	FAX	/	PDF	/	スマホなどで撮影した写真データのメール添付　など


