
留学前に日本で受けられる海外大学・大学院のための授業対策コース



b e oプリセッショナル

目的は「留学先で良い成績を修めること」

日本人の弱点をふまえた留学希望者のための授業内容

留学中に実力を発揮するための実践的な授業

授業時間  

開講場所

開講期間 12 月～ 5月　（24 週間）　

約 200 時間　（日曜日10:00 ～ 17:00、 木曜日19:30 ～22:00）

※ご入学に際しては予め英語テスト・スコアのご提出、もしくはレベルチェックテストおよびインタビューを受けていただきます。
※定員に達し次第、締切りとなります。
※授業時間は変更になる場合があります。
※コース内容、出願方法など詳細はお問い合わせ下さい。

グローバルな就職・転職、キャリアアップの「成功」には、大学・大学院での成績が大きく影響します。

海外教育機関を訪問して大学・大学院スタッフ・大学教授にヒアリングを行い、「日本人の弱点は何か」「日本人に人気の

あるコースではどのようなスキルが必要か」を調査。授業内容は全て留学希望者のために設計・運営されています。

講義の際のノートの取り方、論文の書き方やルール、膨大な文献を短時間で読み解くスキル、グループワークでのディスカッ

ションなどを学び、積極的に授業に参加する力を身につけます。

講師は全員が英語ネイティブで、英語が母国語ではない学生への指導経験が豊富です。また、教室では日本語禁止。

日本とは異なる欧米式の授業スタイルに慣れ、留学先で能力を最大限に発揮できるよう準備します。

主任講師

コースの特徴

Academic Manager
(Tokyo) Amin Ghorbani

既設の大学院留学準備コース NCUK Pre-Masters Programme  (PMP)  (*2) ではこれまで、トップ校を含む多
くの海外大学院合格実績を挙げてきました。英国大学連盟（NCUK） (*3)  のオフィシャルコースである 
NCUK Pre-Masters Programme  (PMP) 主任講師監修の下、これまでの実績をベースにしてカリキュラムが
組まれます。

大学院留学準備コース（準修士課程）
NCUK Pre-Masters Programme

(*1)  世界各国の NCUK Pre-Masters Programme (PMP) は、定期的に立ち入り調査を受け、教師・授業の質を厳しく審査されています。beoカレッジはこの監査で、毎回、世界最高水準との評価を受けています。

(*2)  英国大学連盟 (NCUK) 主催の大学院留学準備コースで、日本では唯一、beo カレッジでのみ開講が認められています。NCUK 加盟校への進学保証付き。

(*3)  英国大学連盟 (NCUK) は、イギリスの高等教育における特別な教育機関で、留学生をイギリスに導くための様々なサポートや準備コースを世界各地で行っています。

Cambridge CELTA qualified at International 
House London 2017 

MA Political Economy of the Middle East, 
King’s College London 2016-17 

BA Middle Eastern Studies and Economics, 
School of Oriental and African Studies 
(SOAS) 2013-16 
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世界最高水準 (*1)、NCUK Pre-Masters Programme 主任講師監修のカリキュラム。

Awareness of Western education styles and knowledge of skills required at English speaking universities provide foreign 
students with clear advantages. Knowledge of university expectations related to intended areas of study improve students’ 
success. Intensive IELTS study with professionals improves scores (IELTS 6.5 + is a prerequisite for most UK and Australian 
Master’s degree studies) and beo’s 10 + years of experience allows us to provide tailored support for both IELTS and Western 
university education. The beo UPP course is intensely focused to prepare foreign students for success with IELTS and 
subsequent university studies. Explanation of differences between Eastern and Western education styles, strategies for 
university success and life abroad provide our teaching foundation. Constructed over the well-established foundation of the 
NCUK Pre-Masters Programme, the UPP contents are internationally recognized as vital to foreign student success. We too 
believe that the beo UPP course will greatly benefit all participants into their academic futures.

コース概要

beo カレッジ 東京・大阪 入学の目安 IELTS 6.5 相当  (TOEFL iBT 90) 

留学前に日本で受けられる海外大学・大学院のための授業対策コース



日本人特有の
弱点とは？

日本人はまず、Critical Thinking やディベートの教育を受けていないため、批判的思考力、説得する力、表現力といった面が弱いことが特徴でしょう。
また英語力の面では、英会話とは異なるアカデミック・スキル、特にアカデミックな語彙力の少なさや、引用方法などのテクニカルな問題が挙げられます。

授業時間
約200時間

1,500～2,000語の
アカデミック・エッセイ執筆

10分間の
プレゼンテーション課題

15分間の
グループ・プレゼンテーション課題

チュートリアル
（学習進捗の個別・グループ指導）

1回/月

マンツーマン指導
（90分程度）

渡航前準備オリエンテーション 受講証明書

EAP（アカデミック英語） Research Method（研究手法）

Engl ish for  Academic Purposes の略。
アカデミック英語の事。

講義の際のノートの取り方、エッセイや
Disser ta t ion (修士論文)の書き方、英語で
のプレゼンテーションの方法など、反復練
習による実践的なスキルを身につけ、大学
院へ進学した後に行う修士号取得の為の研
究や論文制作をより円滑に進め、積極的に
授業に参加する力を身につけます。

またコース履修中にプレゼンテーション課
題にも取り組みます。

アカデミック・ライティング／アカデミック・リーディング／アカデミック・
リスニング & ノートテイキング／アカデミック・プレゼンテーション

質的研究方法論、量的研究方法論
をはじめ、効果的なリサーチの仕方
を学ぶ Research Method では、
自身の分野に当てはめて計画を立
て（Research Proposal）実践する
ことで、リサーチの計画から実施、
論文にまとめる過程を経験します。

個別指導（Tutor ia l）を受けながら
進め、最終的にリサーチ結果を
1,500～2,000ワードの研究論文に
まとめ発表します。限られた時間内
にミニ修士論文を経験することで、
本番の修士コースの論文の進め方
を総合的に学び身に付けます。

リサーチ・メソッド 9ステップ
1.  リサーチ・コンセプトを理解する
2. 理論を表現する語彙を理解する
3. データの種類/ Crit ical  Analysis
4.  測定基準・有効性・Ethics(倫理性）
5. サンプリング
6. アンケートの設計/統計学の基礎知識
7. アンケート作成
8. 研究論文の練習プレゼンテーション
9. 研究論文の作成

Statistics
 （統計学の基礎）

ＥＡＰ
 （アカデミック英語）＋

カリキュラム

The UPP IELTS classes will give you a broad preparation to study at an academic level internationally. As well as devel-
oping your English language ability, classes will deepen your critical and transferrable skills to improve your success in 
study and work, and may introduce you to new and challenging ideas. 

You will read critically and effectively, taking on high-level academic texts. You will develop the ability to write effec-
tively in academic forms, such as annotated bibliographies and reports, as well as learning to build well-reasoned and 
persuasive arguments in writing. Alongside your reading and writing skills, you will be pushed to take part in in-depth 
seminar discussions, give presentations and listen to academic level lectures. You will also come to understand 
yourself better as a learner and consider the difficult and rewarding cultural experiences you might face overseas.

例えばライティング。IELTS は 250 語のエッ
セイを書く能力があれば良いスコアを取得
できます。しかし大学に入るとすぐに 1,000
～ 2,000 語レベルのエッセイが課されます。
卒業論文では 10,000 語以上のライティング
力が必要になるため、今から準備・対策を
進めましょう。

Bsc. Joint Honours in Economics and Social Science 
Salford University (UK) 

Msc. Management Salford University (UK)

Cambridge English CELTA, Graduate Teaching 
Diploma 
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講師紹介

IELTS のスコアは入学条件に過ぎない。アカデミック英語の準備を。

Tim Lynch

パッケージに含まれる内容

Academic Manager
(Osaka)



h t t p s : // b e o . j p / b e o c o l l e g e /
s t u d y@b e o . j p

beo（ビーイーオー）は、最新かつ正確な情報を提供するように努めておりますが、掲載されている全ての情報は事前の予告なしに訂正・変更されることがあります。この場合に発生するあら

ゆる問題および損害に対して、当事務局は一切責任を負いかねます。本誌の無断複写（コピー）を禁じます。
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留学準備英語コース

リサーチ・スキルを実践的に
学べるコースは少ない
海外の大学が提供するプリセッショナル・コースでも、残
念ながらリサーチ・スキルを学べるコースが少ないのが
実情です。そのため多くの留学生は、研究プロセス（設
計、測定、分析）で苦労しています。

特にイギリスの修士課程は1年間のため、リサーチ手法
をコース履修中に学ぶ時間的余裕がありません。理論
を表現する語彙を知っていることはもちろん、研究プロ
セスを理解していることを前提に授業は進められます。

当コースでは、リサーチの計画・実施から、研究発表（プ
レゼンテーション）、論文にまとめるまでの「経験」を通し
て、リサーチ・スキルを習得します。

「作文」と「論文」の違いを実感！
学部生の頃から英語の履修は多めだったので、大学院
留学準備のためのテスト対策は比較的早めに終わらせ
ることができました。 
周りの薦めでプリセッショナルに参加したのですが、そ
こで学んだ論文作成では1,000～2,000語の課題が多く
出されたことに驚きました。 
IELTSとは違い、事前に段階を踏んで準備をしないと書
けない… 

そしてこの準備段階では相当のリーディングが必要。１
つのエッセイ課題に対して2～3冊の文献を読破する必
要がありました。 

改めて“作文”と“論文”の違いを実感し、やはり本コース
開始前のアカデミック・スキルは重要だと知りました。今
無事に卒業でき、あのときの驚きが本コース開始後でな
くて本当によかった…と思っています。

大阪
〒530-0012 大阪府大阪市北区芝田
2-9-19 イノイ第二ビル 3階
TEL : 06-6371-1116　
FAX : 06-6371-1165

福岡
〒812-0011福岡県福岡市博多区博多駅前
2-12-12 第5グリーンビル 5階 
TEL : 092-477-1866　
FAX : 092-482-7588

※福岡オフィスでのbeoカレッジ開講コースについてはお問合せ下さい。通信コースのご案内、英語学習相談は可能です。

 第 5 グリーンビル5階

東京
〒160-0022 東京都新宿区新宿
4-3-17 FORECAST 新宿SOUTH 5階
TEL : 03-5367-3315　
FAX : 03-5367-3316




