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国際的な舞台で活躍する、 より大きな可能性を求めて
海外大学進学を支援するアゴス ・ ジャパン
日本の高校生にとって、海外大学へ

の進学はすでに選択肢の

つとなりつ

一

つある。

「日本の大学では00学部の△△学

科と選 んで受験する必要があります

が、例えばアメリカの大学では、学問

分野を決めずに出願することが可能で

の大学の場合、TOEFL· IELTSなど英
語力を証明する試験と、全国統 一試験
SATの成績が必要とされる。

「いずれも、詰め込み学習をして急に

スコアが上がるわけではありません。
1~2年といった時間をかけて、徐々

に目標のスコアに近づく必要がありま

す。入学してからも ダブルメジャー '

す。海外大学進学を目指す人は、でき

専攻することができます。‘‘自分の進む

います」。

“

’

といって、文系と理系の学問を同時に
道を狭めてしまいたくない。より広い

可能性に挑戦したい 'と考える人が、海
’

外の大学を目指すのです」と、留学対策
専門予備校「アゴス

・

ジャパン」の留学

指迎部マネジャー 、松永みどりさん。
アゴス

・

ジャパンでは、志望大学選

れば高1から準備を始めてほしいと思
自分から行動を起こすことを学ぶ

さらに、部活 動 や 校外で のボラン

ティアなど 「課外活動」の記録が求めら

れ、英語でエッセーを書く必要もある。
「大会で優勝したと・か、裳をいくつも

び、TOEFL.· IELTS· SATなどの試験

らったということだけを知りたいわけ

備をト

趣味でもかまわないので、自分が興味

対策、出願書類の作成対策と、留学準
ー

タルにサポ

ー

トしている。

成績．TOEFLなどで多角的に判断
日本の大学入試も A O入試・推薦入

試など多様化しつつあり、事前に要件
を確認し て準備を進める必要がある

ではないのです。ス ポ ー ツや音楽など
のある活動に取り組み、自分の意欲を

活動の記録やエッセー で伝える。そう
いった、テ

アゴス ・ジャバンの留学指導部マネージャー、松永みどりさん
アゴスで学んで今年アメリカの大学

マのある出願書類が好印

に合格したある学生は、「自分の興味の

しかし、日本の学校教育では与えら

ときに海外大学進学を決意。高 1 から

置かれているため、急に「興味のあるこ

対策を開始、高3の春からエッセ ー の

ー

象を与えます」。

などに関する厳しい審査があり、奨学

生に選ばれたということが大学の入学

対象を 一つに絞りたくない」と、中3の

選考に有利に働くこともあるそうだ。

TOEFL の勉強を始め、高2から SAT

えるように成長しています。留学を始

「合格通知を手にするまでに、皆見違

が、海外大学進学の場合、 さらに入念

れた課題を着実にこなすことに主眼が

められる。

とに取り組みなさい」と言われても、す

作成に取りかかった。さらに奨学金獲

い。アゴス

選考によって高3の12月には目標の大

アップにも結びつくでしょう」。

「早め、早めに準備を進め、出願前に

アコス ・ ンャ ハ ン
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な準備を長期にわたり行なうことが求

「日本の大学受験のように、同時期に

一

斉に試験を実施するのではなく、各

出願者がさまざまな書類を用意して大

学に提出し、総合的に 合否判断が行な

われます。まず、アカデミックなスキ

ぐに実行に移すことができない例も多
・

ジャパンでは、その点を

サポ ー トするカウンセリングも行なっ

ている。

「これをやりなさい、と教えるわけで

得のための準備も並行して進め、早期

学への合格を果たしたそうだ。

焦らないようにすることが、成功の秘

ルについては、高校の成綾で見ま す。 はありません。インター ネットで検索

けつです。アゴスでは、試験対策の講

成績を充実させることが大切なので

ういう方法があるか、どこでどのよう

全体の相談に乗るカウンセラ ーと、各

例えば、 ハー バ ー ド大 学、 ス タ ン

方法を指達します。海外の大学は日本

プ校に合格するには、在籍する高校で

れるわけではないので、そうやって自

団体が提供しているもの、海外の大学

と、実際に海外の大学で学ぷうえで大

まで、どれが自分に適しているか、選

普段の学習をしつかり行ない、学校の

す」。

フォー ド大学といったアメリカのトッ
常に上位 の成績を維持する必要があ

る。

いわゆる「試験」 としては、アメリカ

し、自分の好きなことを究めるにはど

な活動すればいいか、自分で見つける

分野のスペシャリストが一 丸となって

のように手取り足取りフォロー してく

奨学金のプログラムは、日本国内の

分から行動を起こす術を身につける
変役に立ちます」。

|「サマ ー フェスタ」で海外人学進学者のII·の声を間こう！
アゴス

・

ジャパンは海外の大学に毎

年多数の合格者を出しており、「アゴス

卒業生」である留学生が報告を行なう
イベントを開催している。

特に、留学生が一 時帰国する夏休み

ぶ力も必要だ。奨学生の選考には成紺

|

いうアメリカの教蓑教育主体の総合大
マー フェスタ」の魅力だ。

財団、孫正義育英財団など、奨学金授

与財団からの出席もある。

卒業生に志望校の決め方、大学の特徴、

の大学からの交換留学を目指している

体的に質問することができるのが特長

指している人にとっても、現地の様子

昨年はアメリカのコロンビア大学、

財団等が支援しているものなどさまざ

また、「リ ベラルアー ツカレッジ」と

どが大学についての公式の説明を行な

だ。

・

た。

グルー・バンクロフト基金、柳井正

授業の様子、課外活動の状況などを具
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約20の名門大学に通う留学生が出席し

接話を聞くことができる。一般の留学

うものが主流だが、 ここでは在校生や

そ の力は、将来必ず就職やキャリ ア

イェ ー ル大学ほかイギリスやカナダの

学の詳細を知ることができるのも、「サ

フェアでは、海外大学の広報担当者な

指迎に当たっています」。

ための素地ができていると言 えます。

9

には、毎年1回の「大学留学サマー フェ

スタ」を実施、海外大学の在校生らに直

師、エッセ ー 対策のコン サルクント、

める時点で、すでに国際的に活躍する

海外大学への進学はもちろん、日本

「サマーーフェスク」の様子
アゴス

・

ジャパン

会場：東京都内予定

人、日本の大学卒業後に海外留学を目

大学留学サマー フェスタ2020

参加費：無料

を知るための絶好の機会となるだろ

アイベント～

※詳細はアゴス

う。

～海外大学合格者・在校生・卒業生フェ
日付：2020年7月開催予定

※受講生以外、 一般も参加可。要予約
・

ジャバンウェプサイト

(https://WMむ弔os.co.jp()にて順次公開

