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執することで︑日本人たちの生

おいて︑なお︑蔓力に固

業カが充実している日本経済に

る℃安倍政権の発足とともに組

待されるというのか︒

存権にどのよ・義向上が期

いみじくも︑安倍敦樗は﹁日

本を敵打痘す﹂とい︑ユ宥菅掲

げて登揚した︒﹁取り慶す﹂と

蒼然としてくる︒正直なものだb

だ︒だから︑会議の名称も古色

になるのは︑万事が産業競争力

いうのもあった︒重化学土

強化といゝ重から議論き彗

興劇には︑傾斜生産方式と

あの時こそ︑産業筆力強化の

決められて里くということだ︒

薔なのは着帯だヶだが︑異

時代であった︒いまから甜年余

要だヤただし︑それは憫漁期や

は︑そもそも︑産業競争力をい

く給与制度﹂などというテーマ

な短用﹂とか﹁成果主義に基づ

日下︑話菅呼んでいる﹁秦

戦後期の日本︑あるいは︑これ

かに強化するかというアングル

その狙いは︑おのずと︑生産性

から経済的な離陸を果たしてい

向上という一点に絞られていく︒

こうとする若い経済や重済

嶺を仏軍える︒それが経済散策の

労餞カという機械をいかに肇

の視点から労働法制を論ずる時︑

役割だ︒その後湖を然るべく果

息壷させるか︒そういう発

から殴り上げるべきものか飢こ

たす允めに︑屈の産業基盤を華

の場合だ︒人々が︑まともに生

傭することが急がれる︒そのよ

だが︑日本にとって︑今がそ

葉を︑我々は気合を入れて注視

図を表す︒政治家発ちが選ぷ言

表す︒言葉め選択は選択者の意

名は体を志す︒青菜は思いを

想になる︒それでいいのか︒

世界に冠たる発展を獲げて︑今

していく必婁がある︒

の時なのか︒日本の産業董は

薯の中で︑必ず到来するα

うな場面は︑国々の経済的発展

存権を保障されるような経済東

確かに︑産業乱撃力襲普選

り瀞の話だ︒

の再建を最優先する政策だ￠

イメージが重なる︒肋懲悪硯 いうのは︑実に後ろ向きの義視

菜︒こんな明簸の吾桑と︑

きが婆だ8富国強兵・績産輿

古式ゆかしい︒時代逆鑑町な響

蓋争力会議とは︑何とも

向づlナる︒そのための苦だ︒

成きれた︒彼らの成長戦略を方

産業撃方会議というのがあ

青葉の古き蛛︑思いの古き
選んだ政治褒め意図を注視

匹

日にいたっている︒ここまで産

I蒜瀾籠章一さんと啓を患千首馬

学歴再考進学

ハーバード合格までの道は︑
言うまでもなくハードだ︒英語
力をはかるTOEVこ⊥︑学力共
通試験のSATは満点に近い高
スコアが必要で︑加えて学彼の
授業︑部活動︑課外活動で成果
を残さないといけない︒推薦状
込んでいく根回し力も必

だけが合格します﹂

甲

では︑いつからどのよ
うに準備を始めるぺきか︒

高校の教員や課外酒動の指導者など
英文で裸出。「創造的な思考力」rリーダーシッ

うにすぐれているのか，詳凱＝書かれている

必要がある。

られてどちらも落ちる可能性も

併願した結果︑準備に時間を取

が中学生向けのn−スから設け

下の表のように多くの予備校

には模擬国連や数学オリンピッ

一夕では身につかない︒合格者

ころからいろいろなものにトラ

も仕方がない︒まずは身近なと

た人もいるが︑人のまねをして

クなどの課外活動をアピールし

プや自己主張のマインドは一朝

橡永みどりさん︒リーダーシッ

門校アゴス■ジャパンの

と蘇るのは留学指導専

越したことはない﹂

推薦状3通 力などの評価項日にあいて、志願者がどのよ

ているのは︑やはりそれなりの
﹁選択肢の一つとして捉え︑リ
サーチを始めるのは早い年齢に

槻

12 警官諾歪諾認諾孟：畿蒜≡

などを面接着が大学に報告。

東海岸6大学のキャンパスを回

った場合でも︑どう

学部進学がだめだ
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り︑授業に潜り込んだり学生や

してもハーパ−ドで学びたい人

と見ている︒

教授に声をかけて苗を問いたり

には︑大学院留学という辛があ

めて︑自分が見え︑本当にやり
たいことと自分だけのオリジナ

したという合格者のエピソード

入念な準備が必要なのは変わり

ないが︑留学生の割合が多く︑

帰国子女だというが︑や

低いと言えるかもしれない︒

ライター高橋有紀

学部進学に比べればハードルは

英語力は大きな壁となる︒

はり海外経験がなければ

ルートⅡでは受講生の6謝は

短期でも留学橿験を

ているかがわかるだろう︒

ルのアプローチが見つけられる︒
その過樫はさながら大学生の就
職活動のようだ︒
親としてどう育てるかも大き
く影響しそうだが︑藤井さんは
﹁ハーバードに合格する生徒の
家庭は︑いい意味で︑子
離れ︑親離れができてい
ます﹂

ATの高スコア︑エッセーなど

からも︑いかに積極的で自立し

g ウェブで壁講

る︒TOEFLに加えて大学院
版の共通試験GREまたはGM

はしておきたい︒

誤写謡芳欝渋脊●鍼雪空慧

短期であっても留学

参考賃料：い−バード大学はどんな学生を望んでいるのが？j（ワニブッ
クス）．海外紬鮎止血1耶米詞版】（ベネッセコ←ボレーショシ〉

志望校を決めるために1人で

ハ）
予備校・塾名 教皇の所在地

の手配では︑周囲の大入を巻き

のか戦略的に錬り︑失礼

要だ︒何を書いてほしい

何よりも﹁リスクを取れる人

にならないように注文をつける︒
間かどうかが大事﹂と一首っのは
ベネッセの藤井雅徳さんだ︒
﹁ハーバードの合格率は6％︒

東大一本に絞れば即％以上の合

成楓覿

準備期開がかかるからだ︒

子離れ︑親離れが大切

評価書顆も推罷状とともに進路準導

が合格の確率昧高い︒それでも

格可能性が出せる実力の子が︑

，，

あります︒東大一本に絞るほう
ハーバードを目指すリスクを取
れる︑知的好奇心の勝つ高校生

W由カメラやヘッドセットを利用したオンライン

G10bal

ら

一

析 御茶ノ水（閥

成績証明書成績。スクルレポートといわれる志
いて」など）。テーマは半年前には発表きれる。
高校に依存して3年分の威紙証明書を英文で
発行。合格者の多くはオール5に限りなく近い

エッセー

イし︑失敗や挫折を経験して初

・．
プログラム」も。授業は基本的に英語

い‥F
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lGS
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ダー準備講座」も年個開講。考える力

ずれか＋1慮；渋谷㈱

z金

，

術ノ爛

ミー

2

矧東京）

「これまでの人生における特

滴点で、読解・数学・論述、さうに
SATスコアトカ；ら2科目。志願者の多くが満点近いスコア
を取る。SATと同様のテスト「AC¶のスコア
でも可。
課外活動の詳細（150語以内）、志望勤続（5曙
以内）、オプションのエット廟敦指定机、

も解説ももちろんすべて英語だ

神肝観

学力を測るアメ
東京・神保町のルートHの教室には、SATや
TOEFLなどの参考音がずらりと並ぷ。問題

ルートH

日本にいるノトバード卒業生とカフェなどで1
〜釦春闘会話する。言語は英語。志願者の印象

面接

竜顔着のプロフィル、学業成績、塁
調歴などを臥する師・別〜脚語の′
ーソナルエッセーも。

願書

