NCUK Pre-Masters Programme (PMP)
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N CU K P re-M a st ers P ro g ra m m e (P M P ) の目的
留学先における、慣れない学習スタイルや膨大な課題からの絶え間ないプレッシャーに負けず、余裕を持って勉強・学生生活をエンジョ
イするためには、留学前の準備がとても大切です。海外の大学・大学院では次のような「スタディ・スキル」といわれる能力が求められます。
1. 自分の勉強・仕事に対する責任感・自主学習能力（Independent Learning）
2. 時間管理能力（Time Management）
3. 分析力
4. 迅速な思考能力
5. 客観的・批判的想像力（Critical Thinking）
6. リサーチ力
NCUK PMP は、留学を成功させるためにこれらのスキルを留学前に身につけることを目的にカリキュラムされています。

N CU K P re-M a st ers P ro g ra m m e (P M P ) の 特徴
日本で唯一開講
NCUK PMP は、英国大学連盟 (NCUK) 主催の大学院留学準備コースとし、世界各国で設置・開講されており、留学を目指す方へのサポー
トと高水準の教育プログラムを提供しています。日本では唯一、beo カレッジの東京校・大阪校の 2 箇所で受講することができます。

日本で受講するメリット
〜現地の準備コース（Pre-Masters Course や Presessional Course）との比較〜
授業内容
beo カレッジの NCUK PMP は「日本人特有の弱点」にフォーカスして教え方や内容がデザインされている点で、現地で受講する “留学生”
ひとくくりのプログラムとは異なります。講師陣も、日本人への教授において経験豊富なプロフェッショナルを揃えています（次ページ参照）。
生活環境・学ぶ環境
現地で受講する場合、海外生活や課題をこなしていくストレスの中で、さらに煩雑な出願手続きも進めていかなければなりません。beo カ
レッジなら、講師・英語学習カウンセラー・留学カウンセラーの３人体制で、学習面から留学先選び・出願まで幅広くサポートできます。

IELTSスコアなしでNCUK加盟校へ進学できる
NCUK PMP を一定の成績で修了すると、IELTS スコアなしでメンバー大学の学位取得コースへの進学が保証されます。
※NCUK PMP 修了時の成績で進学先が確定します。メンバー大学は裏表紙をご参照ください。

英国大学連盟(NCUK)の監査で世界最高水準との評価
世界各国の NCUK PMP は、
定期的に、教師・授業の質を厳しく審査し、
高水準の教育プログラムの提供が維持されています。その中でもbeoカレッ
ジは、世界最高水準との評価を受けています。

採用合格率２%の難関をくぐり抜けたプロフェッショナル講師陣
beo カレッジの講師は、NCUK による立ち入り調査で世界最高水準との評価を受けています。講師の質を維持するため、beo カレッジ講
師の採用合格率は、わずか２ % 足らずという厳しいもの。各分野で大学院修士号以上を取得し、日本人への教授においても経験豊富な
プロフェッショナルです。講師は全員英語ネイティブで、授業はすべて英語で進められます。

講師が学生一人一人をサポートするチューター制度
NCUK PMP では、チューター制度（Tutorial/ 個人指導）が導入されています。チューター制度とは、教員または上級生が学生一人一人
の担当としてつき、学習面や学生生活全般をサポートする個人指導の制度。beo カレッジでは講師がチューターを担当しています。

英国大学連盟(NCUK)とは
英語力や学習形態の違いにつまずくことが多い留学生のために、英国の教育水準、研究水準の高い
大学が集まって留学希望者のために留学準備コースをプログラムしたことが始まりです。1987年
の設立以来、20,000人以上の留学生がNCUK PMPを経て留学しており、受講生の90％が合格を手
にしています。
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信頼できる講師陣
各分野で大学院修士号以上を取得した経験豊富なプロの講師陣です。
豊富な知識、経験により実際に大学院レベルの授業に求められるスキルを養います。
Academic Manager (Tokyo)

Amin Ghorbani
経歴

Cambridge CELTA qualiﬁed at International House London 2017
MA Political Economy of the Middle East, Kingʼs College London 2016-17
BA Middle Eastern Studies and Economics, School of Oriental and African Studies (SOAS) 2013-16

Life at overseas universities is more than merely studying, as it is a process which reveals your true self. You can fulﬁl
the dream that has sparkled in your mind. Your academic abilities and adaptability to new learning environments are
challenged. While what lies ahead is perhaps uncertain, and the reward for taking such a big step even more so,
upon graduation you will see how much you truly accomplished. As Steve Jobs put it:
“You can't connect the dots looking forward; you can only connect them looking backwards. So you have to trust that the dots will
somehow connect in your future. You have to trust in something - your gut, destiny, life, karma”
The NCUK Pre-Masters Programme (PMP) represents an exciting challenge. It will enrich the academic skillset which is crucial for study at a
Western university. Yet above all, it is about your engagement with our well-tailored study programme, and the self-study hours you
allocate every day that will count most of all towards becoming an independent learner. Your PMP predecessors who attained the most
independence have ultimately been the most successful postgraduate students.
Our teaching staﬀ experience of Western academic skills, and helping students achieve the level required for postgraduate degrees, will
give you a head start in your study abroad.
Every speciﬁc learning outcome, every formative or summative assessment, and every debate, discussion, or presentation you deliver
throughout the academic year is designed to make you a more active and conﬁdent learner.
Be the best you can be, at beo.

Academic Manager (Osaka)

Tim Lynch
経歴 Bsc. Joint Honours in Economics and Social Science Salford University (UK)
Msc. Management Salford University (UK)
Cambridge English CELTA, Graduate Teaching Diploma

I have over a decade of experience in preparing students for direct entry to degree programs at UK universities at both undergraduate and
masters level. I recognize that all students have the potential to succeed and fulﬁl their ambitions if they are provided with the right skills to
be professional academic learners. Beo classes give students not only the knowledge they need within their academic subject, but also the
skill sets to achieve their own self eﬃcacy which makes them better students. Over and above subject knowledge you become better
equipped with the necessary critical thinking skills, academic writing skills and above all independent research skills. All our teachers have
the experience and understanding of the rigors and challenges of UK university examination and course work assessment requirements so
we develop you in class to meet those standards by setting you your own personal targets for academic achievement equal to the UK
standards. This gives you the preparation that is required and will equip you to make an excellent start to your academic studies overseas.
One particular requirement that we instill in students is the processes involved in becoming a strong independent learner so that you
achieve your goals and ambitions. We recognize that students also have individual learning requirements and we manage this well through
a commitment to tutorial time and face to face time with students.

これまでに多くの学生様がコースを受講し、現地で優秀な成績を修めたり、その後の就職にも活かし各自の夢・目標に向かって引き続き頑張っています。
リバプール大学
（サッカーMBA）

バーミンガム大学
（国際開発学）

矢島展弘さん

Yさん

マンチェスター大学
（国際開発環境学）
番場亜季子さん

バーミンガム大学（応用言語学）
北澤真理子さん
＊80点という高得点でMA Distinctionを取得後、
サウサンプトン大学PhDコースへ進学

現 在 は 少 年 サッカー関 連 事 業 立ち上 げ に

エンターテイメント業界から国際協力業

従事。アジア人初の最優秀論文賞を受賞！

界に行きたいと思って早数年。beoカレ

アカデミックライティングの 授 業で 学ん

ッジで先生に怒られて勉強していた頃を

だ知識がなければ、おそらくエッセイは

懐 かしく思 い 出します。甲斐あって非 常

いう高い点を頂き Distinctionをもらうこ

書けなかったと思います。段落構成から、

に有意義な大学院生活となりました。今

とができました！beoのスタッフの方々、先

Signpost wordsなどを重点的に教えて

後は米国でメディア広報担当として働く

生たちに感謝感謝です。PhDの1年目は自

いただいたおかげで、エッセイの評価で

小澤一美さん

予定です。

分の研究と並行して授業もいくつか取る

はその部分がよくできていると誉めてい

ことになり、毎日割と忙しく、充実した生活

1年目の開発学を無事に修了され 、ビジネ

＊大学院在籍中のフィールドリサーチではガー
ナでプロジェクトをされ、修士論文もDistinction
を修められました。

ただきました。

を送っています。

ブラッドフォード大学
（開発学･マネージメント）

ススクール（マネージメント）に進学。

自分でも信じられ な い ので すが、8 0 点と
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N CU K P re-M a st ers P ro g ra m m e (P M P ) があなたを成功に導く理由
論理的･分析的思考能力 (Critical Thinking)
修士課程を修了する際には、自分なりの仮説をたて、検証し、結論づけるだけの議論が求められます。
しかし研究した事による既存の知識や事例を習得し羅列す
るだけでは、十分とはみなされません。自分の議論をサポートするための理論や統計、ケース・スタディを大量の文献の中から探し出し、先行理論の検証も必要
です。
これにはcriticalな議論を構築するためのCritical Thinkingが重要視されます。

迅速な思考能力・分析力・決断力（Swift, Analytical Thinking and Decision Making）
アカデミックな場においても、ビジネスキャリアにおいても、大量の情報を迅速且つ的確に処理、理解し、分析を元に自身の意見を確立することが大切です。

タイム・マネージメント能力 (Time Management)
実際に大学院へ進学した後に英語自体の勉強をする時間を設けるのは至難の業です。よってセミナーやグループ・プロジェクトと並行する自主学習の時間の確
保や、大量の課題をこなしていけるだけのTime Management 能力が必要になります。

海外と日本の授業形態の相違の理解・環境に応じた活躍の仕方
海外大学院の多くのコースはセミナー形式やグループ・プロジェクトが主体です。教師は一方的に教えるようなスタイルはとりません。またセミナーはその多くが
学生主体ですので、学生はテーマに沿った事前の十分な準備をしてくることが求められます。大量の文献を読み、修士論文を書き抜くための十分な学力と英語力、
自分なりの考察を用意する力が必要になります。

NCUK PMPでは、海外大学院で通用するだけのアカデミックな英語力、専攻分野に関する基礎知識だけでなく、
こうし
たコースを通して自立した学習姿勢 (Independent Learning)や時間管理能力 (Time Management)を養うようにプ
ログラムされています。これら全てを基に、コース修了後は、スキルアップした上での転職・就職、留学の場合は海外大
学院進学のみならず進学先においての成功を目標としていただくためのコースです。

コース修了後の進路（例）
1 英国大学連盟（NCUK）の特別出願・進学保証制度を利用して

Pre-Masters Programme の修了資格は、NCUK加盟・準加盟大学院への
入学資格として2年間有効です。

NCUK加盟校への大学院進学

2 イギリス、アメリカ、オーストラリアなど
NCUK加盟校以外の大学院課程（修士、博士）への進学

3 日本の大学院（英語で履修）へ進学。
英語で修士論文を執筆

4 キャリアに活かし、英語を使う職業へ転職・就職

現地グループプレゼンテーションの様子

プロジェクト・メンバーと。

選べるコースと入学条件
期

間

開講日程

授業時間

1クラス

パートタイム
留学まで学校やお仕事を続け、費用と時間を節約しながら、
確実に留学準備と英語準備を進めていくことをお考えの方
に適しています。また、将来的に高い英語力を伴う環境へ

IELTS 5.5
約11ヶ月
（週2日）

7月中旬〜翌年7月

約400時間

20人程度

iBT 71

インテンシブ
学直前の約5か月間で集中して英語準備と留学準備を進め
たい方に適しています。
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TOEFL 525
CBT 195

の就職・転職をお考えの方にもお薦めです。

留学前の集中コース。日本の大学を3月に卒業する方や、留

英語レベル

IELTS 5.5
約5ヶ月
フルタイム

3月末〜8月

約400時間

20人程度

TOEFL 525
CBT 195
iBT 71

N CU K P re-M a st ers P ro g ra m m e (P M P ) 入学 から留学までの流れ

NCUK PMP パートタイム

NCUK PMP インテンシブ

TOEFL / IELTS 受験 または beo で NCUK プレイスメントテスト受験《随時受付中》

P
M
P
入
学

お申込み（出願）

定員に達し次第締め切ります。
お申込みはお早めに。

書類審査
入学試験（筆記・面接）

入 学 手 続き

入 学 手 続き

海外大学院への出願準備開始
パートタイム

イギリス修士課程留学希望の場合

コース開始 9月末

11月頃の出願が理想です。

（約11ヶ月）

NCUK加盟大学へは、NCUKを

アメリカやオーストラリアの修
士課程のご出願は、学校やコ
ースにより出願の締め切りが
ございます。詳しくはご希望を
お伺いし、カウンセリングにて

通して出願します。

お話させていただきます。

大学院選択・必要書類準備
自己推薦文作成・添削
志望校・出願校決定・出願
インテンシブ

コース開始 3月末
（約5ヶ月）

各大学より合否結果

合格した学校の中から2校まで学校を絞り込む
（NCUK出願のみ）

Dissertation 提出

Dissertation 提出

Final Exam

Final Exam

進学先の決定・入学意志の返信

進
学
先
の
決
定

入学手続き・学費の納入
アコモデーション（滞在先）の確保
出発前オリエンテーション・出発前交流会
航空券の確保/VISA申請/保険申し込み

留

学
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アストン大学 *
エクセター大学
キングストン大学 *
キール大学
クイーン・メアリー（ロンドン大学） *
ケント大学 *
サルフォード大学 *
サセックス大学
シェフィールド大学 *
シェフィールド・ハラム大学 *
セントラル・ランカシャー大学

ハダーズフィールド大学 *
バーミンガム大学 *
ブラッドフォード大学 *
ブリストル大学 *
ブルネル大学
マンチェスター大学 *
マンチェスター・メトロポリタン大学
リーズ大学 *
リーズ・ベケット大学 *
リバプール大学
リバプール・ホープ大学

MBA

Conflict Resolution

Linguistics

MBA in Football Industry (FIMBA)

International Development & Planning

Anthropology

MBA Distance Learning

Gender and International Relations

Sustainability

LLM International Business

Project Planning and Management

Environmental Management

LLM International Commercial Law

Economics

Computer Science

International Business

Public Policy

Film Studies

Management and Marketing

Public Health

Art Management

Development Studies

Translation and Interpreting

Music

Africa and International Development

Education

Media Studies

Peace Studies

TESOL

リバプール・ジョン・ムーア大学

*

＊

*

第 5 グリーンビル 5 階

東京

大阪

福岡

〒160-0022 東京都新宿区新宿

〒530-0012 大阪府大阪市北区芝田

〒812-0011福岡県福岡市博多区博多駅前

4-3-17 FORECAST 新宿SOUTH 5 階

2-9-19 イノイ第二ビル 3階

2-12-12 第5グリーンビル 5階

TEL : 03-5367-3315

TEL : 06-6371-1116

TEL : 092-477-1866

FAX : 03-5367-3316

FAX : 06-6371-1165

FAX : 092-482-7588

https://beo.jp/ncuk-intro/graduate/
study@ be o. j p
20201017

