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UCL (UNIVERSITY COLLEGE LONDON)
UCLへようこそ。本大学は、世界でも一流なロンドンの中心に位置する大学です。
UCL のプロフィール
1826 年創立。学生数 24,000 名を超える。そのうち、10,400 名は大学院生。52%  は女子、48%  は男子学生。9,100 名を超える学生は UK

•

外出身。10 学部、52  学科。       芸術、人文科学

•

   数学、物理化学

•

  医学 •  社会、歴史学学

•  脳科学   •  都市環境 •  エンジニアリング

ワールド クラス
す。2012年にが発表したQS世界大学ランキングでは、世界第7位
でした。

QS World University Rankings 2011/12
国名

1

University of Cambridge

UK

2

Harvard University

US

3

Massachusetts Institute of Technology

US

4

Yale University

US

5

University of Oxford

UK

6

Imperial College London

UK

7

UCL (University College London)

UK

8

University of Chicago

US

9

University of Pennsylvania

US

10

Columbia University

US

• UCL EAP: UCL のアカデミックを目的とした英語 (EAP) コースの修了証 。
• IELTS: International English Language Testing System
• TOEFL: Test of English as a Foreign Language – インターネット上の試験は
下記参照。
UCLで認められている資格のリストは下記のウエッブサイトを参照。  ●
www.ucl.ac.uk/gradprospectus
標準レベル:
UCL EAP
下記学部のほとんどのコース：
総合: 65%
・脳科学
サブスコア最低: 60%
・集団健康科学
IELTS
・医学
総合: 6.5
・都市環境
サブスコア最低: 6.0
・エンジニアリング サイエンス
TOEFL IBT
・数学と物理学
総合: 92
サブテスト
（リーディングとライティング: ●
美術学修士号
最低 24/30)
サブテスト
（リスニングとスピーキング: ●
最低 20/30)  
上級レベル:
下記学部のほとんどのコース：
• 芸術、人文科学
• ライフ サイエンス
• スラブ東欧研究学院
とイーストマン歯科学院

ロケーション
UCLのキャンパスはロンドンの中心に位置し、学問、専門、社交的に恵まれた
環境にあります。活気満ちた国際的に有名な英国図書館は徒歩距離にあり
ます。

ダイバーシティー
本大学の学生は各自の才能と可能性を基本に選ばれています。35%以上の
学生は英国外出身で、
コスモポリタンでフレンドリー、そして包括的な雰囲気
の大学です。

www.ucl.ac.uk/language-centre

•

UCL 学部入学に必要な英語資格

UCL は世界の成績ランキングにて、常時、上位についていま

ランク 大学名

•

サイエンス       法学       ライフ サイエンス     

高等レベル:
下記学部：
• 法学
• と歴史学
・政治学部

UCL EAP
総合: 70%
サブスコア最低: 60%
IELTS
総合: 7.0
サブスコア最低: 6.0
TOEFL IBT
総合: 100
サブテスト
（リーディングとライティング: ●
最低 24/30)
サブテスト
（リスニングとスピーキング: ●
最低 20/30)  
UCL EAP
総合: 75%
サブスコア最低: 70%
IELTS
総合: 7.5
サブスコア最低: 6.5
TOEFL IBT
総合: 109
サブテスト
（リーディングとライティング: ●
最低 24/30 )
サブテスト
（リスニングとスピーキング: ●
最低 20/30 )

UCL アカデミック英語コース (UCL EAP)

UCL アカデミック英語コース (EAP) 資格認定

コース目的:

コース特徴:

●● UCLの学部入学に必要な英語能力条件を満たす。
（英語能力条件は反対

●● ハイレベルな集中コース

側のページをご覧ください）

●● 授業、セミナー、UCLの講義による教授

●● 他の英国有名大学入学に必要な英語能力条件を満たす

●● 少人数制の授業—クラスのサイズは最高１４名

●● 英国大学で必要な研究能力、及びその基礎となる豊かな学識を養う

●● 各週２０時間以上の授業を提供*

●● 英国一流大学で成功するように必要なスキル：

●● 週１回専任講師による個人指導

●● アカデミックな文章の敏速かつ効果的に読み取ること

●● 大学申請時の個人指導

●● アカデミックライティングで意見を明白かつ正確に表現す  ること

●● IELTS テストの準備授業の選択可能

●● 独自でリサーチをすること

●● 本受講生が UCLの学生として、UCLの設備利用やアコモデ
ーションの選択を可能にする

●● 批判的思考能力を育成すること
●● 口頭発表とセミナーで参加すること

●● UCLの先頭に立つ学者による講義の聴講可

●● 効果的にメモを取ること

●● ロンドンの社交イベントを含む

*UCL で授業は50分です

UCLアカデミック英語コース：概観
アカデミック英語コースのディプロマ
フルコース；３２週間
2学
１学期
20週間(2、3学期)
12週間
IELTS 5.0

IELTS 5.5

TOEFL IBT 62

TOEFL IBT 71

学生の目標
UCL及び他の英国内有名大学の大学院●
コース：MA, MSc, LLM, PhD

3 学期

英国内の大学学部コース：BA, BSc, BASc,
LLB
キャリア

PRE-SESSIONAL 英語コース

入学に必要な最低レ
ベル
IBT – インターネット
上の試験

学生の目標

長期コース
19週間

11 週間

8週間

5週間

IELTS 4.5

IELTS 5.0

IELTS 5.5

IELTS 6.0

TOEFL IBT 55

TOEFL IBT 62 TOEFL IBT 71

TOEFL IBT 79

９月	                    １月	                   5月	         ６月                     ７月 	           ８月                          ９月
*IELTS、TOEFLのスコアを持たない志願者は本ランゲージセンターの英語試験を受けることが可能。

www.ucl.ac.uk/language-centre

UCL及び他の英国内有名大学の大学院
コース：MA, MSc, LLM, PhD
英国内の大学学部コース：BA, BSc,
BASc, LLB

アカデミック英語のディプロマ
コース目的
本コースは、UCL又は他の英国大学で学位修得を目的とした 留学
生のための準備コースです。職業英語修得を目的とする学生もい
ます。

2013, 2014年 度入学

学費

最低限入学資格
レベル＊

*サブスコア最低:

9月開始

£13,000

IELTS: 5.0

4.5
サブスコアで15

TOEFL IBT: 62
(Internet Based Test)
（インターネット
上で受験）

１、２、３学期：３２週間
開始：2013年9月23日

ほとんどの学生はIELTSテストで5.0 – 6.5 以上（又はそれに相当す
1月開始

るレベル）を持っています。
本コース終了時には、英国大学の学部コースに必要な英語のスキ
ルを習得し、英国大学のアカデミック文化、慣習を習知することが
できます。

£9,000

IELTS: 5.5
TOEFL IBT: 71

２、３学期：２０週間

ライティングで17

5.0
サブスコアで17
ライティングで20

開始：2014年1月6日

ディプロマ課程は2014年6月30日終了。必要に応じて、学期は試験結果発表と追加コー
ス管理を含むこともあります。ディプロマ授業と試験は2014年6月13日までに終了。

*上記の情報は参考用のみとして用意されたものです 。入学許可は、各志願者の
志願当時の英語のレベル（サブスコアを含む）、学歴、最終試験成績、全てのサブス
コアによります。

コース構成
フルディプロマコースの期間は、３２週間以上。各週平均２０時
間、授業、講義、セミナー、個人指導などで成り立っています。
１学期：４つの英語のスキルであるリーディング、
ライティング、
リ
スニング、
スピーキング、そして文法、語彙、セミナーに必要なスキ
ル、講義内容の書き取りスキルなどを学習します。UCLは建築学か

IELTS、TOEFLのスコアを持たない志願者は本ランゲージセンター の英語試験を
受けることができます。

コース アセスメント：
学期末に正式なアセスメントを受けます。

ら動物学まで多種類な学問分野を含みます。

コース ワーク

学期末試験

学生は宿題や授業中の試験などにより、綿密に監視指導されます。

全体の成績の 40％：

全体の成績の 60％：

学生は宿題や授業中の試験などにより、綿密に監視指導されます。

• リサーチ エッセイ

• エッセイ
（初見の課題）

• 口頭発表

• リスニングとノート書き取り

２学期：リサーチ スキル、論文に必要なアカデミックライティン

• リーディングスキル試験

グ、
プレゼンテーションスキルを中心に学習します。
これらは、各学
生の専門分野に関連したものです（例えば、法律学、エンジニアリ
ングなど）。１学期に導入された基本的なスキルの上に積み上げ

資格認定：

られます。

UCLのアカデミック英語のディプロマはUCL及び、他の英国有名大学英語

リサーチは週１回の個人指導により指導されます。

能力条件を満たしています。

UCLの学部の講義に定期的に出席することにより、専門用語、専門
知識を広げるすばらしい機会を得ることができます。
３学期：授業とセミナーによりコアスキルを築きます。学生は各自
のアカデミックリサーチプロジェクトに焦点を置きます。

UCL DEAP 受講生の国籍

授業内容例：

(2011/12年度入学)

●● 原著論文の論旨をまとめて、言及する

ヨーロッパ
中近東
アフリカ
東南アジア
南アジア
セントラルアジア
東アジア(中国、日本、韓
国、台湾)

www.ucl.ac.uk/deap

●● 論文などで自分の意見を論理的展開、その意見を
しっかりと証明する根拠を示す
どのような表現が
●● 論文の中で出典を言及するとき、
適当かを学習
●● セミナーで意見交流
●● 効果的口頭発表
時刻表の例はウェブサイトをご参照ください。

PRE-SESSIONAL英語コース
2013年度入学

コース目的
これらの集中アカデミック英語コースは、UCL または他の英国大学院で修
士、博士（ MA, MSc, LLM, PhD ）課程志願の留学生のためのコースです。
中には少数ですが、学部

学費

最低限入学資格レ
ベル＊

*サブスコア最低:

£7,600

IELTS: 4.5

全てのサブスコ
ア: 4.5

コースと期間
長期コース(19 週間
コース)

TOEFL IBT: 55
（インターネット上
で受験）

開始：2013年 4月29日

入学資格を持っている学生もいます。

£4,800

11 週間コース

適切な PRE-SESSIONALコースの選び方

IELTS: 5.0
TOEFL IBT: 62

開始：2013年6月24日

PRE-SESSIONALコースの志願者は下記事項を考慮する必要があります
• 	

£4,000

８週間コース

各 PRE-SESSIONALコースの入学許可最低レベル

•

志望学部コースに必要な英語力に達成するのに必要な時間

•

現在の英語力

IELTS: 5.5
TOEFL IBT: 71

開始：2013年7月15日

全てのサブスコ
ア:5.5
全てのサブスコ
ア:18

£2,750

５週間コース

全てのサブスコ
ア: 5.0
全てのサブスコ
ア:17

ほとんどの学生は、修士又は博士課程への入学許可条件を満たすため、短
期間に英語のレベルを上達する必要があります。

全てのサブスコ
ア: 15

開始：2013年8月5日

IELTS: 6.0
TOEFL IBT: 79

全てのサブスコ
ア:6.0
全てのサブスコ
ア:20

PRE-SESSIONALコースの全ては9月20日に終了。

UCL ランゲージセンターでは、学生は、４週間毎に IELTS テストで約 0.5
上達する可能性があると判断しています（１週間最低１０時間の自習を
含む）。

すべての授業と試験は2013年9月6日までに終了。

*上記の情報は参考用のみとして用意されたものです 。入学許可は、各志願者
の志願当時の英語のレベル（サブスコアを含む）
、学歴、最終試験成績、全てのサ
ブスコアによります。
IELTS、TOEFLのスコアを持たない志願者は本ランゲージセンター の英語試験
を受けることができます。

最低限のコース期間の例
• IELTS 6.0の学生が IELTS

• IELTS 6.5 の学生が IELTS

7.5 の最終スコアを必要とす

7.0 の最終スコアを必要とす

る場合、最低１1 週間のコー

る場合、最低５週間のコース

スに入学できますが、長期コ

にも入学できますが、8週間

ースを推薦します。

コース ワーク

のコースを推薦します。

全体の成績の４０％：

コース アセスメント：
全ての試験は、PRE-SESSIONALコースの学期末に行われます。
学期末試験

• リサーチ エッセイ
•● 試験 口頭発表

全体の成績の６０％：
• エッセイ
（初見の課題）

コース構成

• リスニングとノート書き取り

学生は、各週合計２０時間の授業、講義、個人指導を受けます。科目選択

• リーディングスキル試験

の授業により、同じ分野に興味を持つ学生と学ぶ機会が与えられます。
こ
の時間割は UCLの先頭に立つ学者による講義を含みます。

資格認定：
UCLの PRE-SESSIONAL英語コースはUCL及び、他の英国有名大学英語能
力条件を満たしています

PRE-SESSIONALコース学生の国籍
●● 講義を聴講可、
メモを取ること
●● リソース センターで個人指導自習
●●

UCL

Union、 スポーツ、
クラブ、
ソサエティー

参加
●● 教育アドバイザー対面
●● 個人指導自習
●● 英国国会議事堂訪問

(2011年)

ヨーロッパ
中近東
アフリカ
東南アジア
ラテンアメリカ
セントラルアジア
東アジア(中国、日本、韓
国、台湾)

www.ucl.ac.uk/pre-sess

願書申請とアコモデーション
UCLアカデミック英語コース入学申請
コースとアコモデーションを確保するため、早めに申請して下さい。

1.

2.

3.

4.

各自の英語能力、目的、期間に適したコースをこのパンフレット又
はウエッブサイトからの情報をもとに 選択して下さい。
オンラインで得たコースの申込書を記入し、必要書類を添え、郵便
又はEメールにて UCL  Language Centreに返送して下さい。連絡
先は下記参照。
志願者の申込書審査後（必要であれば、完了した試験を送付する、
入学が許可された場合、
こちらからコース オファー パックを送
付します。
コース オファー パックには、
コースへの入学許可に対する受諾
法、学費の支払い方、UCLアコモデーションの申込方法（有資格者
の場合）などの情報が記載されています

UCL 学生アコモデーション
UCL EAP コース入学予定者は、様々なロンドン内のアコモデーションから選択
することができます。詳細は UCL EAPコース  ・オファー  ・パックに記載されて
います。
最低／最高

１週間の部屋代(シングル ルーム)のご案内(2012-13年度)

UCL Halls of Residence
（食堂有り）

UCL in Bloomsbury, Central London

 
 

 












 


 






 



 



 


  
  

  

 




  

 
























 



 




  

 






約£159-£176 / 週

  

約£105-£189 / 週


UCL Student Houses
（自炊）
















Diploma in English For Academic Purposes
dipeap@ucl.ac.uk
www.ucl.ac.uk/deap

Pre-sessional English Courses
presess@ucl.ac.uk
www.ucl.ac.uk/pre-sess

English for Academic Purposes (EAP) Office
UCL Centre for Languages &
International Education
University College London
26 Bedford Way
London WC1H 0AP
Tel: +44 (0)20 7679 8666 / 8664
Fax: +44 (0)20 7679 8667

www.ucl.ac.uk/eap
For more information scan this QR code or visit our website
Accredited by the

BRITISH
COUNCIL

for the teaching
of English

