大 学留学準備コー ス

海外の大学で勉強することに興味がある、けれど、、、
費用が高いのでは？

日本での進学と悩んでいる

レベルの高い大学へ入りたい

本当に授業についていけるの？

進学校出身でないと留学はむずかしいのでは？

大学入試共通テストで実力が発揮できなかった

親が心配している

日本にいながらイギリスの大学1年目*を約5か月で受講できる
NUCK International Foundation Year がおススメ！！
International Foundation Year ( IFY )

• 最短で3年で大学卒業ができるため、1年分の留学に必要な生活費が
抑えられます（おおよそ150万円）
• 高校のレベルに関係なく、世界のトップ校を目指せます
• 日本の大学との併願が可能です。
• 約5か月で英語力を入学可能レベル以上に伸ばす＋良い成績をとる準備を
進めます
• 留学生活の負担を少しでも少なくするため：日本の高校では難しい、
ディスカッションや論文の書き方などをしっかりカバー
＊英国の大学は3年間ですが、日本の高校卒業後は直接入学ができないため、
まず約一年の準備コースに入る必要があります

国内進学と海外進学の入学・卒業時期の比較
日
本

イ
ギ
リ
ス
2018、2019 年 進学実績

(QS 世界大学ランキング 2021年 順位 * ）

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

University of Manchester（ 27位 ）
University of Birmingham（ 87位 ）
University of Leeds （ 91位 ）
University of Sheﬃeld（ 93位 ）
Queen Mary, University of London（ 114位 ）
University of Kent（ 380位 ）
Kingston University London（ 581 ~ 590位 ）
University of Bradford （ 601 ~ 650位 ）
University of Huddersﬁeld（ 701 ~ 750位 ）
Keele University ( 701 ~ 750位 ）

*日本 TOP 3 : 東京 24位、京都 38位、東京工業 56位
*有名私立 早稲田 189位、慶應 191位

進学コース

• Business Management,
International Business
• Economics and Politics
• Film Studies and Drama
• Marketing Management
• Philosophy
• Psychology
• Politics and International
Relations
• Sociology など

費用について

イギリスで受講する場合
授業料＊

2,300,000円～
2,800,000円

生活費

1,500,000円～

合計（税込）

3,800,000円～

*コースや大学、為替によって異なります

日本で受講する場合
入学金

34,500円

登録料

158,000円

事務設備管理費
授業料
出願取扱料
教材費
合計（税込）

24,200円
1,306,600円
233,200円
23,500円
1,780,000円

卒業生の声
もともとはイギリスで準備コースを受けようと考えていたのですが、高コストがネックでした。
現地だと、約 300 万円の学費がかかるほかにも、家賃などの生活費がかさみます。ど
うしようかと悩んでいた 2 月、イギリスの半額（約 150 万円）で学べるbeoの
NCUK IFYコースを知り、受講を決定。コース期間中は実家から通って、費用を抑え
ながら慣れた環境の中で勉強ができました。
ディスカッション（ 討論 ）やクリティカル・シンキング（ 批判的思考 ）など、イギリス
の大学の長けているところをたくさん経験することができました。ディスカッション力につい
ては、NCUK IFYコースのおかげでかなり自信が伸びたと感じています。
先生たちはとても優しく、イギリス留学に関して何でもサポートしてくれました。
大学入学に必要な志望動機書（ Personal Statement ）について、構成はこう
したほうが読みやすいとか、ここはもうちょっと情報を整理して簡潔な表現にしたほうが
いいとか。具体的に助言してくれたので、勉強になりました。
また、コースではうまく日本語に翻訳できない言葉がたくさん出てきて、最初はよくわから
なくて苦労しました。先生が意味をていねいに教えてくれるだけではなく、クラスメート
たちとも日本語で相談ができたので、みんなとの助け合いで乗り越えることができました。

募集要項
・国内または海外の高校卒業資格
・評定平均 2.0 以上（5段階評価）
・IELTS
10月入学：5.0 または TOEFL 62
3月入学：5.5 または TOEFL 72
※スコアが不足している場合はご相談ください

日本人に
フォーカスした
指導
一緒に
頑張る
仲間

専任
カウンセラーの
進路サポート
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1. ධᏛ㢪᭩㸦ᡤᐃࡢ WEB ࣇ࢛࣮࣒ࡈධຊ࠸ࡓࡔࡁࡲࡍ㸧
2. Personal Statement㸦ᚿᮃືᶵ᭩㸧 - 400-600 words/A4 ⏝⣬ 1 ᯛ⛬ᗘࠊWord ࡚సᡂ
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4. IELTS ࡲࡓࡣ TOEFL ࢫࢥࡢࢥࣆ࣮ (ୖグฟ㢪㈨᱁ヱᙜࡢ᪉ࡢࡳ)
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BEO ᰴᘧ♫
࠙ᮾிࠚࠛ160-0022 ᮾி㒔᪂ᐟ༊᪂ᐟ 4-3-17 FORECAST ᪂ᐟ SOUTH 5 㝵

Tel 03-5367-3315

࠙㜰ࠚࠛ530-0012 㜰ᗓ㜰ᕷ༊Ⱚ⏣ 2-9-19 ࣀ➨ࣅࣝ 3 㝵

Tel 06-6371-1116
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●ࣃࢫ࣮࣡ࢻ࣭ࢸࢫࢺ㸦IELTS / TOEFL ฟ㢪㈨᱁ࢫࢥࢆ࠾ᣢࡕ࡛࡞࠸ሙྜࡢࡳ, 60 ศ㸧
●ࣛࢸࣥࢢ࣭ࢸࢫࢺ㸦45 ศ㸧
●ᩘᏛࣞ࣋ࣝࢳ࢙ࢵࢡࢸࢫࢺ㸦30 ศ㸧
●NCUK ࢥ࣮ࢫᢸᙜㅮᖌࡢⱥㄒࣥࢱࣅ࣮ࣗ㸦⣙ 30 ศ㸧
●᭩㢮ᑂᰝ
ͤࡈཷ㦂ᩱࡢ࠾ᨭᡶࢆ☜ㄆᚋࠊヨ㦂᪥࠾ࡼࡧヲ⣽ࢆࡈෆ࠸ࡓࡋࡲࡍࠋ
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ධᏛ᮲௳ࢆࢥ࣮ࢫ㛤ጞࡲ࡛‶ࡓࡍࡇࢆ᮲௳ࡍࡿ᮲௳ࡁධᏛチྍ㸦Conditional Offer㸧ࡀฟࡿࡇࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋ
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