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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、13,600名は大学生。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
脳科学
都市環境
エンジニアリング サイエンス
法学
ライフ サイエンス

•

数学、物理化学

•

•

医学

•

•

社会、歴史学

•

•

•

•

ワールド クラス

QS World University Rankings 2010

UCL は世界の成績ランキングにて、常時、上位についています。2010年に が発

ランク

大学名

表したQS世界大学ランキングでは、世界
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University of CAMBRIDGE

UK

第４位でした。
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HARVARD University

US
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YALE University

US

4

UCL (University College London)

UK

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

5

MASSACHUSETTS Institute of Technology

US

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。
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University of OXFORD

UK

7

Imperial University

UK

8

University of CHICAGO

US

9

CALIFORNIA Institute of Technology

US

10

Princeton University

US

ロケーション

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

国名

学です。

UCL大学準備サティフィケートコース
大学での大学準備：
高い可能性を持つ留学生のための大学学部基礎コース 。
UCL UPC コースは海外の高等学校の卒業証明書が UCL の学部コースに
直接入学を認められない学生のためのコースです。
本コースは、１年のアカデミックイヤーを通して、英国の一流学部入学準
備のための 集中コースです。

www.ucl.ac.uk/upc
www.ucl.ac.uk/upc

UCL には、下記の２つの学部基礎コースがあります：

• サイエンスとエンジニアリング学部の準備コース
• 人文学部の準備コース
UPCコースの概観はこのパンフレットに記載されています。
さらに詳しい情報
は、ウエッブサイト
（下記参照）をご覧ください。志願者は申込む前に、詳細を
よく確認して下さい。www.ucl.ac.uk/upc
本コースのパンフレットは、UCLの学部コース案内と合わせてお読みくさい。

UCL UNIVERSITY PREPARATORY CERTIFICATES
• 本コースでは、週23時間の授業で下記の科目を学びます。

重要事項

• アカデミックスキル

大学入学準備サティフィケートコース(UPC) は、UCLの教員によって教

• アカデミック英語

授されます。

• 批判的思考

全ての講義、セミナーは大学内で行われます。

• 講義、セミナー、授業、個人指導

UPCの受講生は UCL 大学生として登録され、大学の設備を利用するこ

• リサーチスキルとリサーチプロジェクト

とができます。

• ラボラトリーと実践スキル(UPCSE)
• デザインポートフォリオ
（建築学部進学）

入学オファーを受諾し、2012年5月31日締切までに申込を提出した方に

• BMAT（医学）
とLNAT（ 法律学）試験準備（必要な場合）

はUCL学生用アコモデーションを確保することができます。

大学準備サティフィケート進路

—

• フィールドトリップと個人の成長

概観

アカデミックイヤー：２０１2年９月２6日から２０１１3年６月２1日

学生の目標

人文学部の準備コース

コース
開始

UCASの医学
部又は、オッ
クスフォード、
ケンブリッジ
大学の申込み
：10月15日

全UCASの申込
み終了

UCL、その他の大学
からのUCASを通して
合格通知、進路決定

試験と
コース
終了

UPC
結果
報告

サイエンスとエンジニアリング学部の準備コース

９月

10月

11月

12月

１月

2月

3月

４月

5月

６月

７月

８月

BA/BSc
・歴史学
・芸術史学
・人文科学
・地理学
・社会科学
BSc/BEng/MB BS BSc
・生物学
・エンジニアリングサ
イエンス
・ライフサイエンス
・数学と物理学
・医学

BA/BSc/BASc
UPCのどちらのコース
でも選択できる学部
・建築学
・経済学
・ビジネス情報管理
・数学と統計科学
・心理学
・芸術と科学
・統計科学
その他

2012年 ９月

35% の UPC修了生は UCL の学部に在籍し、
ファーストクラス
の卒業成績を修めています。

UPC 統計
2010年入学のUPC受講生の 国籍
(代表国籍 28カ国)

2010年入学のUPC受講生の進学学部（UCL)

2006～2010年入学のUPC受講生の進学大学

アフリカ

ラテンアメリカ

芸術、人文科学

ライフサイエンス

ユニバーシティー カレッジ ロンドン

マンチェスター大学

北アメリカ

セントラルアジア

数学と物理科学

インペリアル カレッジ

ノッティンガム大学

ヨーロッパ

東アジア
（中国・日本・

都市環境（建築学を
含む）

スラブ東欧研究学院

ロンドン スクール オブ エコノミクス

他のラッセルグループの大学

中近東

台湾・韓国）

社会科学・歴史学（経済学を
含む）

オックスフォード大学とケンブリッジ大学

他の大学

ウォーウィック大学

ダーラム

エンジニアリングサ
イエンス
法学 (Laws)

www.ucl.ac.uk/upc

サイエンス、
エンジニアリング学部準備サティフィケート コース ~ UPCSE
「UPCSEでは友好的な雰囲気で異文化に接する機会があって面白かった。
ストラ
トフォード・アポ ン・エイボンとデヴォンへの旅行も最高でした！」
ダファーさん、サウジアラビア
（UCLメカニカルエンジニアリング学部）
UPCSEで高成績修めた学生は、一流の数学・物理学ライフサイエンス（医学を含む）、エンジニアリングなどの 学部コースに 入学許可を得ることができま
す。UPCSE 受講生は２つの奨励されたコアモジュール（アカデミック英語と科学、社会分野のリサーチスキル）を既習していることが必須です。
学部へ の進路
UCLの 志望学部コース
(BSc, BEng, MB BS BSc)

UPCSE推薦コアモジュールのセレクション

建築学

BSc

数学

＋

物理学（生物学/化学も可能）

化学工

BEng

数学

ライフサイエンス

BSc

＋

化学

生物学 ＋

化学

医学

MB BS BSc

生物学 ＋

化学

数学

BSc

数学

＋

物理学

数学

＋

物理学

エンジニアリング
ンス BEng BSc

サイエ

物理化学

BSc

数学

＋

物理学

統計科学

BSc

数学

＋

物理学

申込の前に、UCLの学部コース案内で詳細をご確認下さい。

UPCSE: 必須 モジュール

コア モジュール セレクション
（２科目選択）

科学と社会

化学

物理学

リサーチスキルとアカデミックスキル

化学は多々の現代の科学的進歩に影響を与

古典物理学の優れた基礎力を持っていること

えます。新薬学、半導体物質、MRIスキャニング

を前提として、
このユニットでは、過去１００

現代科学の道徳的、社会的、経済的、環境的、技
術的な側面の導入。課題はバイオ燃料、地球温
暖化、
スーパーバグ（超微生物）、
ナノテクノロジ
ー、科学と犯罪などを含みます。各自の興味を
持つ分野を考察し、個人研究を施行することに
より、
リサーチやプレゼンテーションにおいて
自信と自立心を高めます。

などは、ほんの一例にすぎません。医学、農業、

年の偉大な発見（相関性、量子力学）を紹介し

産業などは全て、化学によって発見された新し

ます。微積分学、数学的模型製作原理の導入

い物質や方法によって恩恵を受けています。
ま

を含む厳密な数学的処理法に重点が置かれ

た、化学は現代生活の環境的影響を最小限に

ています。実験授業の積重ねにより、理論授業

する上で、極めて重要な役割を持っています。

で学習した資料やデータが更に強化され、拡

実践的なラボラトリー活動により、学生の知識

張されます。

と自信を高めます。

数学

アカデミック英語

生物学

重要なモジュールであり、成功を左右します。

生物学は、生命科学全てのアスペクトに関係

焦点はアカデミック英語の上達です。
レポート、

必要不可欠な道具です。
このユニットでは、科

しています。遺伝学と進化論、医学診断と治

エッセイの書き方、講義の理解、効果的なメモ

学、工学系学部コースにおける、量的、数学的

療、脳機能と認知などの分野において、
日々

の取り方、
アカデミックリーディング、
スピーキ

構成要素を処理する数学的知識と技能を学習

すばらしい新発見がなされています。

します。
また、
この科目の学習を通じて学生の

このモジュールでは、生化学、遺伝学、微生物

既成の知識に新しい知識を積み重ね、上級の

学などの基本的な分野を学習します。

レベルに導きます。

ングから成り立っています。
このモジュールは、
授業、講義、セミナー、個人指導によって進めら
れます。週１回の個人指導により、
アドバイス
を受けることができます。

また、実践的なラボラトリーセッションを通じ
て科学方法論を学びます。
これらの実践的な

数学は全ての科学、工学の専門分野において

選択科目：UCL建築学部進学

実験演習が理論授業をサポートし、学生に計

UCLの建築学部を志望のUPC 学生はUCL Bartlett

画、研究、評価能力を身につけさせます。

School of Architectureにてメディアスタディーコー
スを受講しますUCL建築学部進学志願者にポート
フォリオは重要です。UPC 申請時に作品のサンプル
が必要です。

www.ucl.ac.uk/upcse

メール: upcse@ucl.ac.uk

Tel: +44 (0)20 7679 8665

人文学部準備サティフィケート•コース ~ UPCH

「私にとって、UPCHはやり
がいのある、目を見張るよ
うなコースでした。
ソフィアさん 中国出身（UCL、心理学）

UCLの 志望学部コ
ース
(BA, BSc, LLB)

UPCH推薦
コアモジュールのセレクション
必須モジュールは太字で表示

建築学 BSc

地理学と現代ヨーロッパ史・文学
学モジュール

経済学 BSc

数学
済学

英文学

近代ヨーロッパの芸術と文学

BA

＋

＋

建築学進

地理／現代ヨーロッパ史 と政治／経
＋

古典学

ヨーロッパ社会と政
政治学 BA

現代ヨーロッパ史と
（政治学・近代ヨーロッパの芸
術・文学あるいは古典学）

地理学 BA, BSc

地理 ＋ 数学／歴史と政治学

歴史学 BA

現代ヨーロッパ史と政治学

理学、法律学を含む）、ビジネス、数学関係など

ビジネス情報管
理 BSc

経済／地理／歴史と政治 より ２科目選択

の学部に入学許可を得ることができます。批判

法学

LLB

古典学 ＋ 現代ヨーロッパ史と政治／近代ヨー
ロッパの芸術術・文学

哲学

BA

古典学 ＋
術・文学

UPCH で高成績修めた学生は、一流の芸術学
（建築学を含む）、人文学、社会科学（経済学、地

的思考スキルは本コースの全モジュールで必修
です。英語使用力は考えを表現するために主も
重要です。

心理学
社会科学

BSc
BSc

＋

古典学

歴史と政治／近代ヨーロッパの芸

数学 ＋ ヨーロッパ近代美術／現代ヨーロッパ
史と政治学
数学

＋

現代ヨーロッパ史と政治学

申込の前に、UCLの学部コース案内で詳細をご確認下さい。

UPCH: 必須 モジュール

コア モジュール セレクション
（２科目選択）

文化と社会

近代ヨーロパの芸術と文学

数学

リサーチと アカデミックスキル

美術、文学、音楽、映画などの分析を通じて、

数学は、全ての経済学、統計科学において必要

近代ヨーロッパ芸術史と文化を学習します。異

不可欠な道具です。
このモジュールでは、量的、

なる知覚を研究することにより、文化、社会、政

数学的構成要素を処理する数学的知識と技能

治的現象としての芸術への理解を深めます。

を学習します。
また、
この科目の学習を通じて

講義やセミナーの研究課題は、芸術歴史、文化、
経済学、地理学、歴史学、政治学などの分野
です。各自の興味を持つ分野を考察し、個人研
究を施行することにより、
リサーチやプレゼンテ
ーションにおいて自信と自立心を高めます。

アカデミック英語

現代ヨーロッパ史・政治学
1789年以来の重要な文化、社会、政治史的要素
と共に時事問題と議論を学習します。学生は西
洋民主主義、政治、政府、国際関係、地政学、

学生の既成の知識に新しい知識を積み重ね、上
級のレベルに導きます。
経済学
経済学の基礎理論を徹底的、厳密に学習し、
ミ

重要なモジュールであり、成功を左右します。

欧州連合の方針を通じて政治的思考を深めま

クロ経済学、マクロ経済学の 慣習的真理を利用

焦点はアカデミック英語の上達です。
レポート、

す。更に、
ナショナリズム、
グローバライゼイショ

して現代経済活動を考察します（ほとんどは英

エッセイの書き方、講義の理解、効果的なメモ

ン、国家統治権を学習します。

国の例）。学生は経済学者的方法により、問題を

の取り方、
アカデミックリーディング、
スピーキン
グから成り立っています。
このモジュールは、授

発見し、分析します。

地理学

古典学

業、講義、セミナー、個人指導によって進められ

都市開発、環境、災害の衝撃、人口移住、
グロー

ます。週１回の個人指導により、
アドバイスを受

バラゼイションは全て地理学に含まれます。
こ

古代ギリシャとローマに西洋文化の基礎が見ら

けることができます。

のモジュールでは、経済、開発、持続可能性、

れ、今日でもその精神が残っています。数々の

建築と計画、国際政治と政府に関連するコンセ

最も重要な政治、哲学、文学、芸術の発展は古

プトなどの現代社会を学習します。

代世界のおかげです。
これらの発展は二千年以
上もの間、芸術家、統率者、学者に影響を与えて
きました。古代ギリシャとローマを学習すること
は、過去の財産を解く手がかりを与えるだけで
なく、現代社会についてさらに理解を深めるた
めに役立ちます。
このユニットでは学生にいくつ
かの重要な古代思想や経験を導入します。

www.ucl.ac.uk/upch

メール: upch@ucl.ac.uk

Tel: +44 (0)20 7679 8666

願書申請とアコモデーション
本コースは人気が高く、競争率が高いため、早めにお申込みください。本コースは、高等学校で資格を得て、UCL の学部に直接入学することを許可されてい
る留学生には適しません。
（例：IB Diploma 又は A-levels) 志願者はこのパンフレットの情報に加え、UCL 学部案内にて入学要項をご覧ください。 大学入
学許可を認められる資格については、UCL国際留学生ウェッブページに記載されていますので、
ご覧ください。www.ucl.ac.uk/international

入学条件

英語能力最低条件

海外の高等学校を修了したが、UCL の学部に直接入学を認められない 志
願者
優秀な成績を修めたことを示す出身校からの成績証明書 詳細はウエッブ
サイト：www.ucl.ac.uk/upc をご覧ください。
志願者は下記の書類を直接UCLランゲージ・センターにお送りください。
（

サイエンスとエンジニアリング学
部の準備コース (UPCSE)

人文学部の準備コース
(UPCH)

IELTS: 総合 5.5

IELTS: 総合 6.0

サブスコア 5.0 以上

サブスコア

TOEFL (IBT): 総合 71 すべての
サブスコアで15以上

TOEFL (IBT): 総合 79 すべての
サブスコアで20以上

6.0 以上

連絡先は下記を参照）願書は本コースのウエッブサイトよりダウンロード
してください。手数料は£75です。

入学試験

申込時の必要書類：

書類選考後、適した学生には UPCの入学試験を行い、それに合格した
志願者に面接試験を行います。

・

記入済みのUPCの申込書 ウエッブサイト：www.ucl.ac.uk/upc

・

教員からの推薦状

志願者は申込前にサンプルテストをご覧ください。
（ウエッブサイト
参照 www.ucl.ac.uk/upc)

・

高等学校の成績証明書（複写）

・

英語能力を証明するもの（IELTS／TOEFL）

サイエンスとエンジニアリング学
部の準備コース (UPCSE)

人文学部の準備コース
(UPCH)

・ 「英語能力最低条件」の欄をご覧ください

• 生物学

• 数学

• 批判的思考（全志願者）

・

• 化学

• 物理学

• 数学（コアモジュールとして
選 択の場合）

芸術作品のサンプル（建築学部志望学生）

又は

申込書と書類選考後、適した学生に UPCの入学試験についてご連絡いた
します。
UCL建築学進学志願者
描画6枚（人物）
と他媒体（絵画、
コラージ、写真など）を含むポートフォリオ

UCL 学生アコモデーション
入学オファーを受諾し、2012年5月31日締切までに申込を提出した方には
UCL学生用アコモデーションを確保することができます。
最低／最高

１週間の部屋代のご案内(2012-13年度)

（食堂有り）
シングル

ルーム：

約£150 - £170 / 週

（自炊）
シングル

ルーム：

約£150 - £190 / 週

UPCコース学費 2012年度入学
UPCH: £13,550

UPCSE: £14,550

UPCHと建築学進学: £14,550

UPCSEと建築学進学: £15,550

ご質問、お申込みの際は、UCLランゲージ・センター内UPC事務所にご連絡ください。

University Preparatory Certificate
for the Humanities
(UPCH)
メール: upch@ucl.ac.uk
Tel: +44 (0)20 7679 8666
www.ucl.ac.uk/upch

University Preparatory Certificate
for Science and Engineering
(UPCSE)
メール: upcse@ucl.ac.uk
Tel: +44 (0)20 7679 8665
www.ucl.ac.uk/upcse

University Preparatory Certificates
UCL Language Centre
University College London
26 Bedford Way
London WC1H 0AP, UK
Tel: +44 (0)20 7679 8666 / 8665
Fax: +44 (0)20 7679 8667
メール: upc@ucl.ac.uk

Scan the code with your mobile phone QR Reader to visit our website
Accredited by the

BRITISH
COUNCIL
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