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ロンドンのグローバルな大学、UCLへようこそ
UCL(ユニバーシティ・カレッジ・ロンドン)は質の高いリサーチと授業で国際的評価の高
い、世界でもトップレベルの総合大学です。世界の大学ランキングでトップ10に入ってい
ます。*
UCLのメインキャンパスはロンドンの中心、
ブルームスベリー地区に位置し、一流の学術的、社会的、文化的なリソースが徒歩圏内にあります。そ
れに加えて、優れたスポーツ施設やエンターテインメントにも囲まれており、世界一の学生街に容易にアクセスできます。**

QS 世界大学ランキング 2019

UCLとは

60

11学部60学科

最新(2014年)のResearch
Excellence Frameworkで
英国ナンバーワンの
リサーチ力

18の専門的な図書館
2百万冊以上の蔵書

ノーベル賞受賞者を
29名輩出

スタッフと学生の割合が

学生数41,000人
出身国150ヶ国以上

約41%の学生が留学生

UCL学生組合(SU UCL)に
は250以上のクラブや
ソサイエティが所属
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順位

大学名

国名

1

マサチューセッツ工科大学

米国

2

スタンフォード大学

米国

3

ハーバード大学

米国

4

カリフォルニア工科大学 (Caltech)

米国

5

オックスフォード大学

英国

6

ケンブリッジ大学

英国

7

スイス連邦工科大学チューリッヒ校

8

インペリアル・カレッジ・ロンドン

英国

9

シカゴ大学

米国

10

UCL (ユニバーシティ・カレッジ・ロンドン)

英国

スイス

UCLメインキャンパス
*2019年QS世界大学ランキング
**2018年QS世界最高の学生街

UCL大学院準備コース: 概要
UCL大学院準備コース(GPC)は、留学生が自信をもってスムーズにUCLやその他英国のトップ
レベルの大学院に進めるよう、大学院で必要になるアカデミックなスキルや語学力、知識を
身に着けるためのコースです。
コース紹介
• UCL大学院留学準備コース
• UCL建築学科大学院準備認定コース
• UCLプレセッショナル英語コース

コースの内容

4.

合格者には、正式な入学手続き、授業料の
お支払い、
またUCLアコモデーションお申し
込み方法について、
メールにてお知らせい
たします。

コースとアコモデーションは、早めにお申し込み
ください。

受講生は、修士レベルで成功を収めるために必
要となる、以下のような語学力、
アカデミックなス
キル、
リサーチスキルを伸ばします。

アコモデーション

• 批判的思考能力

アコモデーション費用は個人のニーズと立地、施
設によって異なります。

• 学術的な文章の効果的な読解
• 講義を理解する能力
• 学術的なコミュニケーションの場での、
自分の
意見の明瞭且つ正確な表現と立証
• プレゼンテーションやクラスへの参加を通じ
た、オーラルコミュニケーションスキルの向上
• 独自のリサーチ

なぜUCL大学院準備コースで学ぶ
のか？
• 質の高い教育:大学構内で、留学生に教える経
験が豊富で、高い技術を持つUCLの教員から
学びます。
クラスは平均14名です。
• イマージョン:英国の教育システムの貴重な経
験から、英国で要求される学習スタイルを素
早く身に着けることができるでしょう。
コースは
幅広い講義、授業、個人指導から成り、それに
加えてソーシャルアクティビティもあります。
• サポート:学生は一対一の個人指導を定期的
に受け、教育アドバイザーが大学院出願の個
別指導を行います。UCLの学生として、UCLの
豊富なアカデミック及び福利厚生リソースの
利用が可能です。

出願方法
1. ご自身の英語能力、目的、期間に適したコー

スを、
このパンフレット及びウェブサイトから
の情報を元に選択してください。

2.

下記のウェブサイトにオンラインで出願して
ください。

3.

出願が審査されてから、合否のご連絡を差し
上げます。選考は出願者の英語運用能力(サ
ブテストを含む)、学歴、及び学位プログラム
で必要とされる英語力のレベルに基づいて
行われます。

www.ucl.ac.uk/gpc

* UCLの授業の「1時間」は50分間です

www.ucl.ac.uk/accommodation

2018/19年の一週間の費用は以下をご覧くださ
い。2019/20年の費用は2019年春に決定します。
自炊: UCL学生アパート
シングルルーム: £138 – £284
食堂付:UCL学生寮
シングルルーム: £181 – £236

UCLアコモデーションの大部分は、キャンパスか
ら徒歩10～30分の距離にあります

UCL大学院留学準備コース(IPM)
UCLの大学院留学準備コースはUCLおよび英国内の他の大学院課程を目指す留学生のため
の準備コースです。大学院留学準備コースは、大学院レベルで成功を収めるために必要な
英語力及びアカデミックなスキルを鍛える、刺激的で活気に満ちたコースです。
なぜ大学院留学準備コースで学ぶ
のか?
• 本コースは、様々な教育バックグラウンドから
修士レベルへの、
スムーズな移行をサポートし
ます。2017年には、16か国から学生が集まり、
その74％以上がUCLやその他トップレベルの
学術機関から入学オファーを受けました。以下
は進学先の一例です

»» オックスフォード大学
»» ケンブリッジ大学
»» エディンバラ大学
»» マンチェスター大学
»» ロンドン・スクール・オブ・エコノミクス(LSE)
»»ブリストル大学

• 大学院留学準備コースは、学生が興味を持つ
分野のテキストやタスクを学習することで、目
標とするプログラムへの下地を整えます。将来
の学位に関連したトピックへの取り組みを通
じて、専門分野に特有のアカデミック・スキル
を鍛えます。
• 平均14名というクラスサイズ、そして週一回の
個人指導を通じて、個人に合わせたサポートと
ガイダンスが受けられます。修士課程プログラ
ムの出願アシスタンスも含まれます。

コースの構成
学生は3つの必修モジュールを履修し、それらを
通じて修士課程で成功を収めるために必要な英
語力、
リサーチ方法論及びアカデミック・スキルを
身に着けます。

1.アカデミック英語：読むこと、書くこと、話すこと、
聞くことを通じて、知識を学問的文脈で伝達し、組
み立て、共有することを学びます。

2.リサーチ、討論、批評：大学院レベルで活用され

るリサーチ・メソッド、大学院レベルの批判、分析
そして議論のスキルを養い、その土台となる語学
力上達を目指します。

3.専門分野特有のリサーチ、討論、批評：上記2つ

のモジュールを基盤とし、
リサーチスキル、議論
的、批評的スキルを、学生が選択した専門分野あ
るいは関連分野において更に伸ばします。学生
が選択した学問分野、あるいは密接に関わる分
野において、
どのように知識が構築され伝達さ

れるのかを見ていきます。以下の分野が選択可
能です。

授業料
コース開始日

授業料

• ビジネス、金融及びマネジメント

2019年9月

£17,485

• 生命科学、医療科学

2020年1月

£13,210

• 建築と都市設計

• 人文、社会科学
• 法学
• 公共政策、国際公共政策
• 科学、テクノロジー、エンジニアリング、数学
(STEM)
授業は、講義、
クラス授業、セミナー、及びワーク
ショップから成ります。加えて、学生は毎週個人
指導を受けます。

大学院留学準備コース終了は2020年の6月30
日です。
これには試験結果発表と、必要に応じ
た追加コース手続きも含まれます。授業と試験
は2020年6月12日までに終了します。
コースに関わるその他費用の詳細は、
コースの
ウェブサイトをご参照ください。

コースアセスメント
学生は正式なコースアセスメントと試験の結果
に基づき、大学院留学準備コース修了認定を
受けます。
この資格はUCLの英語運用能力証明
を満たします。UCL以外の大学に出願する場合
は、UCL大学院留学準備コースの試験結果が出
願予定コースで受け入れられているかどうかご
確認ください。

学生の声

入学資格
2コースご用意しております:
• 32週(9月開始)
• 20週(1月開始)
現在の英語のレベルに応じたコース選択です。
コース開始日

IELTS総合
最低

IELTSサブテ
スト 最低

2019年9月 (32 週)

5.5

5.5

2019年1月 (20 週)

6.0

6.0

上記の入学資格は最低限のレベルです。出願者
の中からコースに適した学生を選考します。
1月開始コースでは、総合スコアが6.0以上で特
に優れた学業成績がある場合、1つあるいは2つ
のサブスコアが5.5以上の出願者の入学を考慮
に入れることがあります。UCL大学院プログラム
の入学資格は、大学院入学案内のウェブサイト
をご参照ください。
www.ucl.ac.uk/graduate

大学院留学準備コースは私の期
待をはるかに超えたものでした。
アカデミック英語の能力が向上
しただけでなく、修士課程で役立
つ幅広い学習スキルも身につき
ました。
大学院留学準備コースを通じて、
自分にしっかりと自信を持つこと
ができるようになりました。
また、
英国のトップレベルの大学院での
勉学で成功を修めるために不可
欠な、
ものの考え方も学ぶことが
できました。

お問い合わせ先
UCL International Pre-Master’s Course

名前: Mina Stojanovic

pre-masters@ucl.ac.uk

国籍: セルビア

+44 (0)20 7679 4841			

大学院留学準備コース修了生

www.ucl.ac.uk/pre-masters
@uclclie

進学先: UCL社会認知研究/応用MScコース

建築学科大学院準備認定コース(Pre-March)
UCL建築学科大学院準備認定コース(Pre-March)は、UCLバートレット建築校の建築学
修士(MArch)コース進学準備に向けた、留学生のための6か月間の集中コースです。

なぜPre-MArchコースで学ぶのか?

コースの構成

本コースは、下記のプログラムを建築学の世界
最高の機関で勉強するためのスキルと経験、
自
信を身に着けることを目的としています。

学生は2つの必修モジュールを履修します。

• 建築コンピュテ―ションMSc/MRes
• 建築設計MArch
• 建築史MA
• 建築及び史的都市環境MA
• バイオ統合デザインMArch/MSc
• 製造デザインMArch
• パフォーマンス＆インタラクションデザイン
MArch
• 景観設計MA/MLA
• 都市設計MArch
スキルの開発：建築学科大学院準備認定コース
は、大学院レベルの研究で必須となるアカデミッ
ク英語及びリテラシー、
リサーチ及び学習スキル
を伸ばします。
また、デザインプロジェクトやポー
トフォリオの作成を通じて学生の建築設計スキ
ル向上、
プロフェッショナルの実務についての検
討をサポートします。
高い専門性：本コースは建築学の留学生のニー
ズを元に、UCLバートレット建築校とUCL付属語
学センターが共同で立ち上げたコースです。学
生は両学部から、高い技術を持つアカデミック・
スタッフによる授業と専門の知識を受けること
ができます。
サポート：各学生に合わせたサポートとガイダン
スを受けることができます。UCLバートレット建
築校への修士コース出願のアシスタンスも含ま
れます。
進学：バートレットのアカデミックチームのサポ
ートのもと、以下の成績を修めた学生には、条件
対オファーが約束されます。
• 建築学MArch(ARB/RIBA Part2) 出願者：デザ
インで70%、
アカデミックリサーチ及びリフレ
クティブな実践で65%以上
• その他の上記全てのコース:デザインで65%、
アカデミックリサーチ及びリフレクティブな実
践で65%以上
2017年には、本コースの学生の83%がUCLバー
トレット建築校へ進学しました。

お問い合わせ先
UCL Pre-Master’s Certificate in Architecture
pre-march@ucl.ac.uk
+44 (0)20 7679 8666 			
www.ucl.ac.uk/pre-march
@uclclie

デザイン: このモジュールはバートレット建築校
の入門となり、製図とモデルの作成を通じて批評
的思考をデザイン及び建築学的考察に変えるこ
とを学びます。
ここで制作された作品には、建築
学修士(MArch)プログラムの面接で必要となる
ポートフォリオを強化するという目的もあります。
アカデミックリサーチ及びリフレクティブな実践:
このモジュールはアカデミック英語のスキル及
びリテラシーに焦点を当て、熟考、批評力、
リサー
チ、効率的なコミュニケーションと論理一貫した
討論にも力を入れます。

教職員の声
CJ リム教授 建築・都市研究学教授
国際課ディレクター
UCL バートレット建築校

Marchで最も優れた学生とは、
学問的な会話に参加し、批判的

コースアセスメント
学生は正式なコースアセスメントと試験の結果
に基づき、建築学科大学院準備認定コース修
了認定を受けます。
アセスメントは以下の内容
です。
• リサーチプロジェクト

な思考を革新的な設計の提案に
変えること ができる学生です。
UCL建築学科大学院準備認定コ
ースはMarchの留学生の能力を
高めるために特別に作られたコ

• 内省的なレポート

ースです。

• デザインプロジェクトは最終口頭試験及び写
真、図面、モデルから成るポートフォリオを元
に評価されます。

入学資格と授業料
英語力の必要最低条件：
コース開始日

IELTS総合
最低条件

IELTS
授業料
サブテスト
最低条件

2020年1月

6.0

6.0

£12,200

建築学科大学院準備認定コース終了は2020年
の6月30日です。
これには試験結果発表と、必要
に応じて追加コース手続きも含まれます。
コースに関わるその他費用の詳細は、
コースの
ウェブサイトをご参照ください。
www.ucl.ac.uk/pre-march

UCL プレセッショナル英語コース
UCLプレセッショナルコースは、UCLまたは英国の他の大学院で勉強する予定だが条件付
き入学オファーの英語力必要条件を満たしていないという学生向けの集中コースです。
なぜプレセッショナル英語コースで
学ぶのか?
広い分野で必要とされるアカデミック・スキルを
強化し、世界トップレベルの大学での学問に必須
の語学力を向上させます。
2017年には、89%のプレセッショナルコースの学
生がプレセッショナルコースを見事修了したのち
UCLの修士コースに進みました。
特に、以下を目指します。
• 学術的な文章を理解、分析し、
ライティングや
スピーキングで活用するスキルの構築
• 講義をよりよく理解し、効果的にノートをとる
技術の取得
• 学者や専門家の講義を聞いて理解すること
• 口頭プレゼンテーションやセミナーに重点を
置いた、学術的な文脈で話す能力の向上
• アカデミックなスタイルで、関連性を持ち十分
に検討された小論文や試験解答を書く能力
の開発
• アカデミックなソースを正しく選択、利用、参
照する能力
• 批判的思考の開発
• 英国の大学で求められる学問への自立的アプ
ローチの習得

コースの構成
プレセッショナルコースは月曜日から金曜日まで
の午前か午後に授業が行われる集中コースで
す。各クラス平均14名の少人数制クラスです。毎
週、授業と個人指導が行われます。時間割には優
れたUCLの学者による講義プログラムも含まれ
ており、異なる専門や世界最先端のリサーチに触
れる機会となります。

コースアセスメント

入学資格
コース

対象者

18 週間

UCLあるいはその他英国の大学へ
の入学を目指す学生

6, 8 あるいは
12 週間

UCLの大学院プログラムへの合格
を保持する学生(条件付きあるい
は無条件)

各プレセッショナルコースの入学には、大学院課
程で必要な英語力に応じて、複数の必要最低限
の英語力レベルを設定しています。
どのコースに
出願すべきかについては、
コースのウェブサイト
の案内をご参照ください。
www.ucl.ac.uk/pre-sess

コース期間と授業料

コースはIELTSコ
ースに比べて学問的な準備により
焦点をあてているところが特に役立
ちました。
は将来研究したい内容に関連した

コース

開始日

授業料

18週間

2019年4月29日

£8,650

12週間

2019年6月10日

£6,260

8 週間

2019年7月8日

£5,285

6週間

2019年7月22日

£3,950

全てのプレセッショナルコースの終了は9月13日
です。
これには試験結果報告と手続きを含みま
す。授業と試験は2019年8月31までに終了します。
コースに関わるその他費用の詳細は、
コースの
ウェブサイトをご参照ください。

資格認定

• 読解と作文の総合テスト

UCLのプレセッショナル英語コース修了認定は
UCLの英語運用能力条件を満たしています。他大
学の合格保持者は、UCLのプレセッショナルコー
スの試験結果が英語運用能力証明として受け入
れられているかご確認ください。

• アカデミックな内容の口頭のプレゼンテーショ
ンと質疑応答セッション

プレセッショナル

例えば、
プレセッショナルコースで

学生は以下によって評価されます。

• アカデミックな題材の論文

学生の声

• 授業中のリスニング

プレゼンテーションをしなければな
りませんでした。非常に専門的な内
容を、その分野に明るくない人たち
に向けて説明したことが、
とてもた
めになりました。
一方IELTSのコースでは、
カードを
引いて、例えば車とか映画といった
ランダムな内容について話さなけ
ればなりませんでした。

名前: Essam Tawfik
国籍: サウジアラビア
19週間プレセッショナルコース修了生
進学先: UCL薬学PhDコース

UCLの入学に必要な条件を満たして合格した
場合は、UCL大学院修士コースの入学のために
IELTS試験を受ける必要はありません。

お問い合わせ先
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