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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
11
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のメインの図書館
*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(学士)入学準備コースの資格 (UPC)

学生の声

概要

UCLでの教科の教え
方がとても気に入りました。

UCLには大学(学士)入学準備コースが2種
類あります。

UCLの大学(学士)入学準備コース(UPC)は自国
の資格では英国の大学学士プログラムに直接
入学できない留学生のための、
しっかり学ぶこ
とができる集中基礎コースです。
UPCは、学生に必要なアカデミックスキル、英語
力、知識を提供し、UCLあるいはその他の英国の
名門大学の学士コースに自信をもってスムーズ
に進学できるようサポートします。

先生方はただ試験に通るためでは

• UCL理工系学部大学(学士)入学準備資格
コース(UPCSE)

なく、教材をしっかり理解できるよう

• UCL人文系学部大学(学士)入学準備資格
コース(UPCH).

本当に熱心なんです。

に教えてくださいます。専門分野に

名前：Arkadiy Serezhkin
国籍：ロシア
UPCSE修了生(2017年)
進学先：UCL工学(機械工学及びビジ
ネスファイナンス)MEngコース

なぜUCLの UPC で学ぶのか?
ユニーク

学問の質とサポート

イマージョン

UCLは世界の大学トップ10(QS世界大学ラ
ンキング2019)に入る英国の大学で唯一、大
学進学予備コースを提供しています。UPCは
世界でも最高レベルの大学での学士コース
を目指すチャンスを与えます。

大学のキャンパスの中で、留学生に学士レベル
で成功を収めるために必要なスキルを指導す
る専門技術を持ったUCLの優秀な教員が教鞭を
振るいます。学生は一対一の個別サポートを受
け、UCLの持つ膨大な学問的リソースにもアクセ
スできます。

活発なソーシャルプログラムを含めた英国の
教育システムの貴重な経験から、批判的な思考
やリサーチといったUCL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。

UPCについて

2017年進学先
www.ucl.ac.uk/upc/progression

2

128
入学基準を満たす学生に
は、128からなるUCLの学
士プログラムが、入学
オファーを保証します。

80%

98%

毎年、UCLの学部へ進学を
志望する最も優秀な成績を
修めるUPCの学生2名に
奨学金が支給されます。

昨年は80%が
ラッセルグループ*の
大学に進学しました。

98%がUCLあるいは
ラッセルグループ*の
大学の学部コース
入学オファーを受けて
います。

28

91%

2017年には28の異なる
国籍の学生がコースに
在籍しました。

91%のUPCの学生が
UCLの学部コース
入学オファーを受けて
います。

54%
昨年は54%がUCLの
学部コースに進学しました。

アカデミックイヤー: 2019 年９月–2020年６月

コースの日程はウェブサイトをご参照ください:www.ucl.ac.uk/upc/dates
コース
開始

オックスフォード
ケンブリッジ両大
学のUCAS出願
期限:
10月15日

全UCAS出願終了

UCL、その他の大学から
UCASを通して
合格/決定通知

試験と
コース終了

UPC
結果
発表

UCL理工系学部大学(学士)入学準備資格コース (UPCSE)

UCLの学士コースか
他の英国の大学へ

UCL人文系学部大学(学士)入学準備資格コース (UPCH)

９月

10月

11月

12月

1月

ラッセルグループは英国の名門大学24校の団体。

2月

3月

www.russellgroup.ac.uk

4月

5月

6月

7月

8月

2020年9月

UCL大学入学準備認定コース(UPC)

学生の声
名前：Angie Farfan Garcia
国籍：エクアドル
UPCH修了生(2015年)
進学先：UCL人類学(一年の留学含
む)BScコース

コースの詳細

必修モジュール

学生は4つのモジュールを履修します。

学生は2つの必修モジュールを履修します。

• 必修モジュール2つ

• リサーチ・アカデミックスキル

• 学生自身が選ぶ、選択モジュール2つ

• アカデミック英語

学生が短期間で幅広い研究分野の知識を向上
させることができるような集中モジュールです。
本コースは、多くの学問分野で役立ち、且つ大学
での研究の成功の基礎となる、批判的かつ分析
的に考える能力を養います。

ネイティブレベルの英語力を持つ学生は、
アカデ
ミック英語の代わりに第二外国語を受講するこ
とができます。(下記参照)

UCLのモジュールの授業は講義、セミナー、個人
指導を通して行われます。週平均23時間*の授
業で下記を学びます。
• 実践アカデミックスキル

UPCプログラムを通じて、留学生は

• 批判的思考

新しい環境に適応し、学問的知識

• アカデミック英語

を深めることができます。

• リサーチスキルとリサーチプロジェクト

異なる文化的背景を持つクラスメ
イト、準備万端で臨む教師、個人指
導員たちに囲まれた学習環境は、
本当に楽しいものでした。

• 実験と実用科学(UPCSEのみ)
• LNAT(法律学)及びSTEP(数学)試験準備(必要
に応じて)
• デザインポートフォリオ(建築学部進学のため
のUPC)

英国での高等教育を目指すのでし

• 社会科見学と個人の成長のチャンス

たら、是非このコースをお勧めしま
す。UPCは絶対にチャレンジする価

学生は通常の宿題、
リサーチプロジェクト、エク
ササイズ、期末試験を通じて評価されます。

値があります。

*UCLの授業の「1時間」は50分間です

リサーチ・アカデミックスキル
このモジュールは学生の批判的思考力とリサー
チスキルを育てます。
UPCSEの学生はサイエンス＆ソサイエティを履
修し、様々な科学の問題が含有する倫理、社会、
環境及び技術的な影響について考察します。
UPCHの学生は、
アカデミックリサーチ：アプロー
チ＆メソッドを履修し、異なる分野の知識への基
礎的なアプローチを探求します。更に、異なる分
野や方法論がどのように関連し知識を提供し合
うことができるのか、そして自分のリサーチにど
のように応用できるのかを、批判的に考えること
に挑戦します。
個別リサーチ–自分が興味をひかれる分野の研
究プロジェクトを行います。
このプロジェクトを通
じて、学生の研究と発表に対する自信と自立心
を高めます。

アカデミック英語
アカデミック英語の上達に焦点をあて、以下の内
容を学習します。
• 小論文の書き方
• 講義の理解と効果的なノートの取り方
• アカデミックリーディング
• スピーキング(セミナー及びプレゼンテーショ
ン)
または

第二外国語
一定以上の英語力がある学生は、
アカデミック英
語の代わりにアラビア語、オランダ語、
フランス
語、
ドイツ語、イタリア語、
日本語、中国語(北京官
話)、ポルトガル語、
スペイン語のどれかを受講す
ることができます。IELTS for UKVI(アカデミック)
の7.5点、あるいはそれに相当する英語能力が最
低条件となります。

選択モジュール
必須モジュールに加えて、学生は2つの選択モジ
ュールを受講します。選択モジュールは入学希望
学部の必要条件を元に選択します。詳しくは案内
をお読みください。
www.ucl.ac.uk/upc/modules

UPC出願者で、UPCHとUPCSEのモジュールを両
方選択したい方は、
コースのアドミニストレータ
にご相談ださい。

現代ヨーロッパ文化：現代の芸術、映画、文学の
重要な作品を綿密に分析することで、歴史、社
会と政治の面でヨーロッパ文化への理解を深
めます。
現代ヨーロッパ史・政治学：西洋民主主義、政治、
政府、国際関係の歴史に焦点をあて、
ナショナリ
ズム、
グローバル化、国家統治権について学習
します。

UPCSE
生物学：このモジュールでは、生化学、遺伝学、微
生物学をカバーします。実験を通じて科学的方法
論を学びます。
化学：無機化学、有機化学、物理科学的見地の全
てをカバーします。実習に特に重点を置き、学部
での研究の基礎を築きます。
数学：数学の分野、特に工学と物理学の学部プロ
グラムに向けて、定量分析の基礎を築きます。
物理学：この計算を基礎に置くコースでは古典物
理学と現代物理学を厳しい数学的アプローチで
学習します。特に、実験・科学レポートの書き方に
力を入れます。

UPCH
古典学：文学、哲学、政治学：古代ギリシア及びロ
ーマの最も重要かつ影響力を持った演劇、哲学、
詩、及び歴史上の出来事を研究し、古代と現代と
の対話を探求します。

建築学部の準備コース
UCLの建築学科BSc進学を目指す学生は、UPC
建築学コースで学習します。2つの選択モジュー
ルとアカデミック英語に加え、UPC建築学コース
の学生は全員、必修の建築ビジュアルスタディ
及びアカデミックリサーチ・メソッドモジュール
(VSAARAM)を履修します。
コースのうち建築ビジュアルスタディ(VSA)は
UCLバートレット建築校で行われるため、直接
UCLで建築学を学ぶ経験をすることができます。
バートレットの教員が、UCLバートレット建築校
及び他の英国トップクラスの建築学校の学部志
願の助けとなるよう、学生のポートフォリオの推
敲、改善のサポートを行います。
www.ucl.ac.uk/upc/architecture

経済学：ミクロ経済学、マクロ経済学という伝統
的な原理を元に現代の経済活動を考察します。
地理・構築環境学：グローバル化、人の移住及び
都市化といった力が、いかに現代世界で文化、社
会、経済を形作っているかを考察します。
数学:このモジュールでは、経済学や統計学とい
った計算を行う分野に向けて、厳密な定量分析
の基礎を提供します。

学生の声

UPCは英国でも最高の基礎コースの一つです。
です
から、英国のトップクラスの大学に進学できる可能
性も高いと思いました。オックスフォード大学かケンブリッジ大
学に出願したかった私には、それがとても重要でした。
UPCでは大学出願プロセスも教えていただき、出願準備でもたく
さん助けていただきました。

名前：Yijie Yin
国籍：中国
UPCSE修了生(2017年)
進学先：ケンブリッジ大学心理学・行動科学BScコース

入学条件と出願について
自分が出願条件に合っているかを知ろう
出願者の資格:
• コース開始日に16歳以上であること
• 12年制の学校システムで優秀な成績を修めて
いるがUCLの学部コースに直接進学するため
の基準を満たしていない
www.ucl.ac.uk/prospectus

出願時に18歳未満の場合は、出願前にUCLの18
歳未満の学生への必要情報をよく読んでおいて
ください。
www.ucl.ac.uk/upc/under-18

出願に必要なもの
学問的要項–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が必要です。
出身国のUPC入学に必要な資格と最低成績は、
ウェブサイトを参照してください。

授業料

必要書類
• 記入済み願書ー志願書含む
• 出願手数料

2019入学

• 教員からの推薦状

www.ucl.ac.uk/upc/applications

• 成績証明書のコピー

必須英語力–IELTS for UKVI(アカデミック)を保持
していること

• IELTS for UKVI(アカデミック)–英語能力最低
条件をご参照ください
• ポートフォリオ(建築学志願者のみ)–写生6
枚以上、及び図面、
コラージュ、3D、写真など
の他のメディアを含むものとする

コース

IELTS 総
合最低

IELTS サ
ブテ スト
最低

UPC理工系学部 (UPCSE)

5.5

5.5

UPC 人文系学部 (UPCH)

6.0

6.0

願書と手数料受付後、
コースに適した候補者に
はUCLの入学試験についてご連絡いたします。

UPC第二外国語受講
(UPCMel)

7.5

7.5

入学試験

出願時期
UCLのUPCは競争率の高いコースです。2019年
入学の出願は2018年の11月から受け付けます。
お早めにお申し込みください。出願の締切はウェ
ブサイトをご参照ください。
出願方法
出願はUCL Centre for Languages &
International Educationで直接受け付けます。
オンラインで下記にお申し込みください。
www.ucl.ac.uk/upc

授業料  

UPCSE: £20,550

UPCH: £19,750

UPCSE建築学: £21,550

UPCH建築学: £20,750

コースに関わるその他費用(生活費、社会科見学
及び遠足など)の詳細は、オンラインでご確認い
ただけます。
www.ucl.ac.uk/upc

アコモデーション
www.ucl.ac.uk/accommodation

コースに適した候補者には入学試験を受けて
いただき、合格すると面接が行われます。
UPCSE:生物学、化学、数学、物理学から2教科
選択してください。選択する科目は、選択モジュ
ールを元に決まります。
UPCH:批判的思考(選択モジュールに数学を選
ぶ学生は数学も)
出願前にテストのサンプルをよく見ておいてく
ださい。テストのサンプルはオンラインで入手
できます。
www.ucl.ac.uk/upc/tests

アコモデーション手配は入学オファーを受け入
れ、2019年5月31日のアコモデーション申し込み
締め切りまでに申し込んだ学生に対して保証さ
れます。
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。UCLアコモデーションの
大部分は、
メインキャンパスから徒歩10～30分
の距離にあります。
2018/19年の一週間の費用は以下の表をご覧く
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
ションツインルーム: £98 – £149
シングルルーム: £138 – £284
食堂付: UCL 学生寮
ツインルーム: £149 – £162
シングルルーム: £181 – £236

免責事項
本情報はご案内を目的としたものです。
アドバイスと解釈するもの、あるいは依拠するべき
ものではありません。
また契約の一部をなすものではありません。
UCL大学入学準備認定コースについての詳細はウェブサイトをご参照ください。
www.ucl.ac.uk/upc

Undergraduate Preparatory Certificates
UCL Centre for Languages
& International Education
University College London
26 Bedford Way
London WC1H 0AP

+44 (0)20 7679 8664
upc@ucl.ac.uk
www.ucl.ac.uk/upc
@uclclie

詳細情報はQRコー
ドを読み取ってウェ
ブサイトでご確認く
ださい。

