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　　カリフォルニア大学進学プログラム概要
Road to University of California 
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あいさつ　：　価値ある留学を一人でも多くの人に

世界がものすごいスピードで変化している昨今、このまま日本だけで教育を受けて大丈夫でしょうか？
世界で最も高齢者の多い日本。この国の将来に希望は有りますか？未来に光は見えますか？

留学情報館
イングリッシュイノベーションズ

代表取締役
大塚　庸平

出来るならグローバルに活躍したい。でも、留学なんてどうせ無理。そう思われている人も多いと思います。
未知の世界は誰だって怖いですよね。しかし「やってみたら全然出来た」留学した人は皆、口を揃えてこう言います。
一歩足を踏み出してみる、ただ、それだけの事かもしれません。

海外、出来る事ならトップクラスの大学に行きたい。せっかく挑戦するなら日本の、いや、東大以上の大学に。
でも、言葉のハンデもある中、そういう大学には入るのも難しい…？と思うことでしょう？
確かに、普通に正面から入ろうとすると難しいかもしれません。しかし、世界は広い。さほどハードルも高くなく、入る事が出来る。
実際、普通の日本人が多数在籍する海外の大学があるんです。しかも誰もが知る超名門大学です。

それがカリフォルニア大学。UCLAやUCバークレーと言った名前を聞いたことありませんが？
ソフトバンクの孫さんやAPPLEの共同創業者のウォズニャックを輩出した全米NO1の州立大学です。
もし、あなたが、この大学に入れたら人生変わると思いませんか？

全米で出願者数の最も多いこの名門大学ですが、実は毎年多くの日本人がこの方法で合格。
弊社でも、実際にチャレンジした人の約8割が進学を実現しています。もちろん卒業するのは簡単は有りませんが、
ノウハウさえあれば入る事はさほど難しく有りません。

どの様な方法なのか？これを知りたい人はぜひお気軽にご相談ください。
実際に合格した人の声と共に、普通の人でもカリフォルニア大学に進学する方法をお伝えしたいと思います。
一人でも多くの人がグローバルに活躍できる環境を。それが留学情報館のミッションです。
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全米NO1の州立大学『カリフォルニア大学』に行くこ

とに特化したプログラムです。
※カリフォルニア大学は10のキャンパスをもつ学校群です

UCLA UC Berkeley
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13位 University of California, Berkeley
17位 University of California, Los Angeles　
31位 University of California, San Diego
36位　 東京大学
55位 University of California, Davis
57位 University of California, Santa Barbara　
65位　 京都大学
96位 University of California, Irvine
179位 University of California, Santa Cruz
251–300 University of California, Riverside
251-300 東工大
351–400 University of California, Merced
401–500 University of San Francisco
401-500 北海道大学
601-800 慶応大学／早稲田大学
1000+　　明治大学

カリフォルニア大学の世界ランキングと日本の大学との比較　※THEランキング2021

カリフォルニア大学は
世界のTOP100位以内に
6つの大学が入る
※日本では2大学のみがランクイン
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UCLAは全米公立ランキングで5年連続で1位!  ※US TOP NEWS2022

UCLAはアメリカの公立大学
ではもっとも質が高い!?

<U.S. NEWSのPublic university ranking>
17の指標を元に1,466の大学を評価。

指標には生徒と講師の割合や、卒業率、卒用
後のパフォーマンスなどがある。
ちなみに、2022年度の2位はバークレイ校
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＜UC Berkeley＞
 スティーブ・ウォズニアック（Stephen Gary Wozniak）
スティーブ・ジョブズらと共にAppleの共同設立者したコンピュータ・エンジニア。

 里見 治紀
日本の実業家。セガサミーホールディングス代表取締役社長グループCEO、フェニックス
リゾート取締役会長を務める。

 孫　正義
投資家。ソフトバンクグループの代表。日本トップの資産家であり、2021年のフォーブ
ス世界長者番付で世界第29位

＜UCLA＞
 ロバート・ブルース・メリフィールド(Robert Bruce Merrifield)
インスリンを世界で初めて作り出した、1984年にノーベル化学賞を受賞した化学者。

 ラーイヤ・ビント・アル＝フセイン（Raiyah bint Al Hussein）
ヨルダン王国の王女。日本にも強い関心をもち、現在もUCLAで日本文学と文化研究にお
ける博士号を取得中

 山崎 養世
実業家、経済評論家。元総務省顧問。元ゴールドマン・サックス投信株式会社代表取締役
社長

 渋澤 健
日本の実業家。渋沢栄一の子孫。コモンズ投信株式会社創業者。シブサワ・アンド・カン
パニー株式会社代表取締役CEO

＜UC San diego＞
 キム・スタンリー・ロビンソン（Kim Stanley Robinson）
多くの賞を受賞した《火星三部作》でよく知られるSF作家

＜UC Irvine＞
 大張 高己
NEW JAPAN Pro-Wrestling of America Inc. 初代CEOであり、新日本プロレスリング株式
会社代表取締役社長。

 ポール・モカペトリス（Paul Mockapetris）
Domain Name System(DNS)を開発したインターネットの先駆者であり、計算機科学者。

＜UC Riverside＞
 マーク・アラン・タカノ（ Mark Allan Takano）
民主党所属、カリフォルニア区の下院議員。1990年よりリバーサイド・シティ・カレッ
ジ理事も務める。

 小山田 真
『ラスト サムライ』で準主演、米ディズニー映画日本人初主演俳優。アメリカ文化特使や
国際NGO、米シンカグループの代表も務める

＜UC Santa barbara＞
 スコット・フランク（Scott Frank）
アカデミー賞に2度ノミネート、 『ロサンゼルス・タイムズ』紙にて「ハリウッドで最高
の脚本家のひとり」と評された脚本家

＜UC Davis＞
 トレイシー・コールドウェル（Tracy Caldwell）
NASA所属、化学者出身の、アメリカ航空宇宙局の宇宙飛行士

 アン・マーガレット・ヴェネマン（Ann Margaret Veneman）
ジョージ・ブッシュ政権で第27代アメリカ合衆国農務長官を務めた政治家。第5代国際連
合児童基金事務局長も務めた。

カリフォルニア大学の卒業生 あんな人も、こんな人も輩出！
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普通の日本人でも
カリフォルニア大学にいける！

英語力：英検２級程度の英語力だけでOK

合格のため、3年間にわたって、
日本・現地カリフォルニアで徹底サポートします

プログラムの骨子

日本では
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カリフォルニア大学

ただし！高校を卒業して
そのまま進学する訳ではありません

日本の高校

✕
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カリフォルニア大学コミュニティー
カレッジ

コミュニティカレッジからの編入受験

というルートで進学します。

3年間 2年間 2年間

カリフォルニア大学日本の高校

日本の高校
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UCLA Enrollment Data -Undergraduate Fall

現地アメリカでも多くの人が
UCLAに編入している事実

アメリカの州立大学は編入して入学するのが普通
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なぜ、編入受験をするのか？

難易度がかなり違う！
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ではなぜ、編入受験をするのか？

＜例えばUCLAの場合＞
高校から直接入学すると

合格率は8％。

編入受験の場合、
合格率の平均は22％
※大学によっては37％！

難易度がかなり違う



13禁複写・禁転載  

新入生から入学、編入学の比較（UCLAの例）

直接入学 編入学

高校の成績 GPA（例：UCLAの平均3.95） ほぼ見られない

英語力 TOEFL100点以上 TOEFL45点、英検2級

SAT 平均で1500点前後 提出の必要なし

その他
競争率が高いため、マルチな能力
が必要となり、学力・成績以外も
重要

コミュニティカレッジでの成績が重要視さ
れるため日本の成績は重要でない

合格率 低い（例：UCLA8％） 高い（例：カレッジからだと平均26％）

出願者数NO1 のUCLAですら

近隣カレッジから3人に1人が合格をしているという事実！
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カリフォルニア大学に入学するまで
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渡航1～2年前 コミュニティー
カレッジ

最短距離でTOEFL
のスコアUP

オールAを
目指し勉強

日本では英語力向上、現地では編入出願を徹底的にサポート

渡航前エッセイ、
プレゼン対策　

合格！質の高い学びを
思う存分楽しみましょう

カリフォルニア大学

エッセイ
対策

出願大学を
選定

日本から編入合格までの3年間が勝負！

進学する大学を
決定・手続き

渡航
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まずは、UCLAへの合格率の高いカレッジに進学

合格率：34％合格率：31％合格率：37％

最終的に行きたい大学、その大学への合格率、
予算、都会か田舎か、意思の強さ、などを元に適切な
大学選びが必要です。

！

”都会にあり編入数も多い””日本人留学生が多い”"田舎で勉強に集中できる”
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合格にはカレッジのGPA（成績）が最も重要。

取るべき科目を調べる

現地にて情報を収集 ひたすら勉強

日本での成績はあまり見られませんが、カレッジで
取る成績が超重要。オールAを目指して勉強します

！
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アメリカの大学入学の方法

Cal State University
コミュニティーカレッジ

GPAに合わせて
出願校を選択

高いGPA
4.0

低いGPA
　3.0
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受験に失敗？高いGPAが取れなかったら？

最低でもCal State Univにはいける
※カリフォルニア州の法律で定められています
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受験に失敗。それでも最低Cal State Univにはいける

Cal State University

Long bearch 校
1001+ 位
World University Rankings 2020

319 th 位
US College Rankings 2020

カリフォルニア州の公立は教育機会の平等性を重んじており、

受験者全員が大学に進学することが出来ます。

ロングビーチ校の
ランキングは
明治大学と同等。

良い成績が取れなかったら、どうなってしまうの？



21禁複写・禁転載  

世界トップのカリフォルニ大学。ほんとに入れるの？

合格を勝ち取るにはノウハウが必須
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世界トップのカリフォルニア大学にほんとに入れるの？

コミュニティーカレッジの選び方

エッセイの書き方

受験する学部／学科の選び方

履修する授業の取り方

出願する大学をどこにするか？

UCLAの全体平均は22％前後だが、大学によっては41.7％の合格を記録する
カレッジもある

カリフォルニア大学の審査官をうならせるエッセイの内容・書き方が必要

出願する学科によってはGPAが低くても合格可能

入学当初は、英語力が低くてもAが取りやすく、編入時につぶしがきく授業
を履修する必要がある

TAGシステムなどを利用し、低いGPAでも確実に合格する出願戦略を考案す
る

考えるべきポイントの一例 合格テクニックの例

授業でついていける英語力のつけ方 TOEFLのスコアだけでなく、プレゼンやエッセイの型をマスターしておく

合格にはノウハウが有り、知らないと
それだけでNG
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Q:編入出願にあたって工夫した点はありますか？
合格率の高い社会学を選んだということ。なんとなく興味が持てる中で、合格しや
すい専攻（メジャー）を選びました。

Q:実際にUCLAに入学してみてどうですか？
入って良かった。でも、やっぱり授業はハード。編入後はずっと勉強はしてます
（笑）興味があるからまだ面白いけど。

Q:学校の周りの雰囲気は？
とにかくロサンゼルスは新しいモノが出来てから広まるまでの適応スピード、や、
流行ったと後の爆発力すごい！最先端にいるな、と感じますね。

Q:UCLAでの授業はどうですか？
教授の話がうまい。慣れている感じがした。生徒の興味が有りそうな話題をピック
したりして説明する。とある教授はAV業界の話しを出してきたりして、みんな話し
に釘付けでした（笑）

Q:クラスメイトはどうですか？
アメリカの大学生はモチベーションが違う。自分の意思でやっていて、勉強する事
が未来にどう繋がるかも意識できてるように思います。

Q:Palomar collegeはどんなカレッジでしたか？
田舎の大学です。編入を考えた時、日本人が一定数いてコミュニティー化している
所が良かったと思います。

Q:編入前のカレッジ時代はどんな生活をしていましたか？
遊びにいくところがなかった（笑）どうせ、生活費も安く、暇なぐらいが良かっ
た。まわりのみんなと常に勉強してましたね。

Q:日本でも留学（英語）準備はかなりしてきましたか？
はじめTOEFL30点でしたが、61点までは取ってから来ました。今、考えたら、当
時は勉強習慣が出来てなかったから。結構しんどかったです。

Q:学外の活動はどんなことをやっていました？
ボランティアで図書館にいる子どもに折り紙を教えてました。英語力アップにも役
立つし、出願時のエッセイに書けるから。

Q:アメリカでのカレッジ生活は日本でイメージしたものとは違いましか？
毎日8時間ぐらいは勉強してました。でも、実は思ってたよりは楽だった。うまく
やったら、GPAはそれなりにキープできると思います。

Q:初めからUCLAを狙っていたのですか？それはなぜ？
UCLAを選んだのは知名度、就職につぶしがきくという点。また、学校のイメージ
が明るかった。スポーツも力いれてるし、アクティブなイメージがありました。

Q:コミュニティーカレッジ時代の成績（GPA）はどうでしたか？
GPAは3.78でした。情報を集めて簡単なクラスを取る必要があるため、ネットワー
クや情報が大切だと思います。周りの留学生も8割近くは3.5以上のGPAを取得して
ました。

合格者に一問一答：藤田涼真（UCLA合格）

フルバージョンはこちらから ▶▶
https://www.englishpedia.jp/blog/ucla_transfer

https://www.englishpedia.jp/blog/ucla_transfer
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サービス内容について
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3つのポイントと「進学保証システム」

POINT1

徹底的な

英語力UP

POINT2

日米での
コーチング

POINT3

合格を勝ち取る

出願戦略
立案

＋ ＋

"カリフォルニア大学への進学保証 ”
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POINT1：徹底的な英語力UP

① 通常講義：週5時間×48週間＝240時間
　 　　　　　　　 ＋　　　　　　　　
② 短期講習：年2回×35時間＝70時間

＋
③ 渡米前講習：アカデミック英語16時間
　　　　　　　　　　 =　

          合計326時間の英語講義
※料金には模擬試験6回分の費用も含みます。
※合格保証制度でスコアが取れるまでご受講頂けます。

ONLINE or OFFLINE

年間1800人のスコアアップを実現する
ENGLISH INNOVATIONS が英語力UPをサポート
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実績
挿入

受講者
の

実績
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POINT2：日米でのコーチング

● 目標達成のためのコーチング
● TOEFLスコアアップのための学習法
● 日米教育制度の違いについての説明会
● 卒業生との説明会＆交流会
● カレッジ徹底研究会
● 同期メンバーとの決起会

● UCLAキャンパスツアー
● 元カリフォルニア大入学審査官による合格説明会
● エクストラカリキュラムの取り方・探し方
● エッセイの書き方・マンツーマン指導
● 履修登録に関する指導
● Transfer admission guarantee (TAG)説明会

※コンテンツはメンバーによって変わる可能性があります。

現役のUCLA生と留学の専門家、による【受講者限定】コーチ

絶対やりとげる「モチベーション」＆実現のための「知識」、合格には両方が必要です。
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目標を達成するまでモチベーションを管理

幼少期の大谷翔平や、数多くの大企業が実践する目標達成メ
ソッドを取り入れ、入学実現までの行動習慣を自己管理

！
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ここにレポートの見本を入れる

更新

セメスター毎のプログレスレポートで進捗を確認

カレッジでの成績や、課外活動、コーチから送られる
レビューやアドバイスをセメスター毎に確認して頂けます。

！

SAMPL
E
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POINT3：合格を勝ち取る出願戦略

大学選びに関するカウンセリング

編入を成功させるためには、カレッジ
選びがとても重要となります。目的や
性格に合わせ志望校を絞りましょう。

エッセイ指導・添削

カレッジ進学時、編入時に必要となる
エッセイ。取り分け、編入時には合格
の鍵になります。

編入進学ガイドブックの進呈

カリフォルニア大学進学を行うため
の解説書です。お申込者全員の方に
ご進呈いたします。

20回のコーチング

現役のUCLA生もしくは卒業生が、あ
なたの目標達成をコーチとしてサポー
トさせて頂きます。

専門家による大学出願

2万人を超える留学出願をお手伝いし
てきた留学情報館が皆様のカレッジ出
願手続きを確実に行います。

単位取得に関する助言・指導

編入の成功をさせるために最も重要な
のはGPA。Aを取るために必要なノウ
ハウを伝授いたします。

課外活動に関する助言・指導

どの様な課外活動をすれば編入時に＋
に働くか、目標に照らして最適な活動
をアドバイスします。

TAG出願サポート

合格を確実にするため、TAGシステム
を利用し、第2、第3希望への併願合
格を狙いましょう。

編入手続きサポート

本命となるカリフォルニア大学に出
願をしましょう。現地で出願書類の
作成をサポートします。

カレッジ出願、TAG出願、編入出願。日米で計3回の出願をサポート
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※①についての詳細はスタッフまでお問い合わせください。

サービス料金表

①～⑤をすべて申込みで  "カリフォルニア大学への合格を保証”　
合格が実現しなければ④と⑤の料金は返金させていただきます。
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カレッジ入学からUC編入までのスケジュール

Summer UC

UC

更新

2月入学の場合の方が卒業に遅れが出てしまう様にも見えますが、
編入後に取得しなければいけない単位を、カレッジで取得する事が出来、
トータルの学費が抑えられるといったメリットもあります。

！

4th 
Semester

3rd 
SemesterSummer

2nd 
Semester

1st 
Semester

9月　　　 2月　　　  6月　　   9月　　　  2月　        6月　 　　9月            2月　　　　6月　　　9月　　　　　

Summer
5th 
Semester

3rd 
SemesterSummer

4th 
Semester

3rd 
SemesterSummer

2nd 
Semester

　　　   2月　　　   6月　　   9月　　　  2月　        6月　 　　9月            2月　　　　6月　　　9月　　　　　

本出願

本出願
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自信と実績があるから合格をお約束

条件1：①-⑤までのサービスを取り、全てのコーチングセッションに参加する事

条件2：GPA3.2以上をキープすること

条件3：エッセイ添削を受け、提出時、講師からの承認を得ること

当プログラムは、一定条件を満たした方を対象にカリフォルニア大学への進学を保証
しております。条件は、現地アメリカ人学生が当たり前に行っている、出席や課題の
提出など学生であれば一般的なもので有り、クリアしているにも関わらず編入が叶わ
なかった場合はプログラムの一部代金を返金させて頂きます。

カリフォルニア大学への進学保証制度
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合格に導くサポーター覧

SEAN NOZAI
ENGLISH INNOVATIONS
学校長

CASSIDY
ENGLISH INNOVATIONS
アカデミックディレクター

大谷 知美
進学専門カウンセラー

三浦 隆寛
留学カウンセラー

YOSUKE AOYAGI
現地サポート会社 
CEO

KYLE HANANO
UC編入アドバイザー
(UCLA卒)

JULIE FLORENTIN
Academic Essay 
Specialist

鈴木 良幸
合格アドバイザー

長者原 亜弓
留学情報館 代表

大塚 庸平
ENGLISH INNOVATIONS 
留学情報館 代表
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現地でのコーチングは現役UCLA生!

漢字
Financial Actuarial 
Mathematics

YOSUKE AOYAGI
現地サポート会社 
CEO

更新

https://docs.google.com/presentatio
n/d/1zn2NcsTpQReLR-TzLM99_jIh
e_p2utDOOiri5rK1bPw/edit#slide=i
d.g114ce7c94d6_2_1

編入に成功した、生の情報とノウハウを提供！
1対1で合格まで伴奏させて頂きます。

その他、16名の現役学生があなただけのコーチに！

Business Economics
池上聡太

UCLA合格後もカウンセラーと
して日々アメリカ大学受験の
分析をしてきました。一緒に
合格に向けて頑張りましょ
う！

Financial Actuarial 
Mathematics

小林風喜

『英語偏差値40』『志望大学
全落ち』の僕でもできまし
た。UCLA、バークレー合格目
指してがんばりましょう

International 
Development Studies

又木　りょう

目の前にはたくさんのチャン
スが転がっています。納得の
いく選択をし、後悔のない人
生を歩みましょう！

Sociology & Psychology
佐藤遼

発見とワクワクの毎日を手に
入れましょ～！

Philosophy
横山舜

語学学校でのチューター経験
や編入エッセイの指導経験を
生かし、全力でサポートした
いと思うので、ぜひ編入成功
に向けて進撃しましょう！
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運営会社について 

英語力の向上、現地での編入コーチング
English Innovations

日本における留学や出願の窓口

留学情報館

会社名 株式会社留学情報館（凸版印刷の関連会社）

資本金 20,000,000円

設立 2010年6月（米国法人2005年2月）

代表取締役 大塚庸平／長者原亜弓

拠点所在地

東京都北区東十条3-10-36 図書印刷本社ビル11Ｆ（本社）
東京都新宿区西新宿７丁目2-12　松下産業ビル6F 
大阪府大阪市北区梅田1-3-1 大阪駅前第１ビル11F 
ロサンゼルス：10845 Lindbrook Dr#202 Los Angeles CA 

取引銀行 三井住友銀行 所沢支店／三菱東京UFJ銀行 東京第一支店

加盟団体
一般社団法人海外留学協議会（JAOS）・理事
特定非営利活動法人 留学協会・　LA支部長

会社名 イングリッシュイノベーションズ株式会社

資本金 9,900,000円

設立 2014年1月

代表取締役 大塚庸平／SEAN NOZAKI

拠点所在地

東京都新宿区西新宿７丁目2-12　松下産業ビル6F 大阪オフィス
大阪府大阪市北区梅田1-3-1 大阪駅前第１ビル11F 
神奈川県横浜市神奈川区 台町15-1 横浜西口KSビル本館 3階
ロサンゼルス：10880 Wilshire Blvd #122, Los Angeles, CA 

取引銀行 三井住友銀行 所沢支店

加盟団体

ACCET（The Accrediting Council for Continuing Education & Training）

BPPE（ Bureau for Private Postsecondary Education）

SEVP（Student and Exchange Visitor Program）

TESOL（Teaching English to Speakers of Other Languages）

NAFSA（National Association for Foreign Student Affairs）

※上記は米国カリキュラム開発センターが認可されている団体です。
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編入コーチング無料モニター生募集中
　本プログラムの一部である、現地での「編入コーチング」の
　モニター受講生を20名募集します

　応募条件：
　①カリフォルニア大学を目指す方　
　②合格保証の要件を満たした方　※①～⑤までのサービスを受講

　③受講後に体験記、もしくはインタビューを受けてくれる事
　
　編入コーチング：費用24万円→無料

今年度のみ




