くりかえし

志学ゼミは日本初のシトラス大学（アメリカ国立大学）
入学への窓口になりました！
塾長からのメッセージ

私達は小学生から高校生までを教えています。ほとんどの生徒が小学生から英語を学んでいます。その

多くは英文法や読解が中心です。私たち日本人は話すことができないのです。それは話す環境がないこと
が大きいのです。また英語で考える習慣がないのです。現在、日本のいくつかの大学は海外より講師を招
いて授業は行われています。しかし、授業中だけのですから十分とは言えません。ですから海外での語学
教育の必要性を長く感じているのです。私達は彼らに英語で自分の専門分野の内容を議論して欲しいと考
えています。そうすることで真の国際人になれるのではないかと考えています。なぜなら世界の多くの人々
と接し、違った文化や考えを学び議論できるからです。そういった学びの中で自分が将来何をすべきかを気
付き、自分なりの価値観、人生観を持って欲しいと考えています。多くの海外の友人と触れ合うことで世界
的な規模での交友関係も広がります。
しかしながら実際、海外での留学はトラブルが多いと聞いていま

わかるまで

シ ト ラ ス 大 学 へ よ う こ そ ！
～ 志学ゼミは日本初のシトラス大学との正式な姉妹校です。～
志学ゼミで内定をもらって 100% 合格

TOEFL、英検などの語学成績は一切必要ありません !

・志学ゼミ出身で、シトラス大学 OB で日本代表の Peiwen Yu 氏が代表を務める会社が、
シトラス大学側の窓口業務を執り行います。
・2 ヶ月短期留学、及び正規留学はシトラス大学の学生ビザをもらった後、正式な授業に
参加してもらい、単位が得られることになります！

※入学時に必要な英文法に特化した試験対策を志学ゼミで行います。

シトラス大学について

す。そこで信頼できる海外の教育機関に生徒を送り出したいと考え

開学100 年を祝うシトラス大学は、大都市ロサンゼルスからおよそ 25 マイル北東の

ているのです。私達はこれまではどの学校へ送っていいかわかりま

サン・ガブリエル山脈の麓にあるグレンドーラに位置します。ロサンゼルス郡では最古の

せんでした。しかし卒塾生の Mr.Peiwen がその答えを教えてくれ

コミュニティカレッジであり、カリフォルニア州では 5 番目に古いコミュニティカレッジと

ました。彼は自信をもって彼の母校、シトラスカレッジを私たちに紹

いう特徴を誇 っています。シトラス大学は、1915 年に創設されました。カリフォルニア

介してくれました。今後海外で学びたい生徒が出ましたらシトラスカ
Peiwen Yu 代表と阿部塾長

できるまで

レッジを進めたいと考えております。

Peiwen Yu（シトラス大学日本代表 / 志学ゼミ卒塾生）から一言

なりたい自分になってみませんか？ 考えすぎずにとにかく一歩踏み出すことが大事です！
高校 1 年から志学ゼミに通い始め、2 年のときアメリカ留学を決意しました。3 年になってからハーバー
ド大学に挑戦しましたが、残念ながら合格できませんでした。阿部先生と水谷先生に相談して、最終的にロ
サンゼルスにあるシトラスカレッジに通うことが決まりました。
シトラス大学に 2 年半通い、英語が全くできなかった私は最終的には GPA 3.9( 満点 4.0) の成績で世
界ランキング第 3 位の UCB と第 8 位の UCLA 経済学学科に合格する事ができました。そして私はスイ
ス銀行 (UBS) リーダーシッププログラムと、世界で最も大きな 4 社のうち、Accounting ﬁrm デロイトトー
マツ (Deloitte) と KPMG のインターンシップの経験を得ることができたのです。
この 2 年半は辛い時、難しい時、諦めたい時もありましたが。ただ、私がいつも頭の中に浮かんてきた
のは志学ゼミの志という字です！「人生は１度きりだ。諦めるのはいつでもできる！考えすぎずにとにかく一
歩踏み出すことが大事だ！」というようなスローガンを持ちながらアメリカで日々勉強していました。
このような経験から私が気づいたのは、留学するなら語学学校やエージェントを通すことではなく、直接
大学の中で英語を勉強して単位をもらうという道があるということでした。学費が語学学校やエージェント
を通すよりも 2 倍ぐらい安くなるだけでなく、直接アメリカの大学の環境で勉強して、外国人の友達をたく
さん作ってコミュニケーションをとるのが、言語を学ぶ 1 番の近道です。

にコミュニティカレッジ運動をもたらすのに一役かったフロイド =S= ヘィデン氏の指導
の下で創設されたのです。

シトラス大学のメリット
•100 年以上の歴史と伝統を誇る大学！
•2019 年からカリフォルニア州で「No.1 教育クオリティー賞」を受賞 !
•留学生が 1 番少ない環境。1 番安全で英語を学ぶベストな地域にある !
•4 年制大学に編入する合格率は 80% 以上 !

学位取得 / 学習

くりかえし

できるまで

わかるまで

Low Tuition Cost

他にはない転学の機会

留学生の授業料は、ほとんどの 4 年制公立、私立大学で支払わ
れる授業料の半額未満です。

カリフォルニア大学システム、カリフォルニア州立大学システム、
および合衆国内の数多くの 私立のカレッジや総合大学との転学提携
を有しているため、留学生たちは志望する大学への合 格を勝ち取り、

小規模のクラス体制

その後、学士号を取得するための最後の 2 年を完了させることが
容易になります。

職員対学生の割合は、1 対 27 です。そのため、学生たちは
教授と面会したり授業中に質問をしたりする機会が十分に

転学同盟プログラムーTAP

得られます。

UCLA との間に結ばれた転学同盟プログラム
(TAP) により、学生たちは UCLA への転学を
成功させるチャンスを高める機会が得られます

親切なサポート職員
シトラス大学は、皆さんが前向きな学業体験を
得るためのお手伝いをすることに尽力しております。
留学生センターの職員たちは、皆さんのご質問や必要

シトラス大学を
環 境

選ぶ利点

・ロサンゼルスの名所や海辺に、地元の交通機関で行ける
・住居がお手軽な家賃で借りられる
・小規模で安全、しかも新来者を歓迎する地域

とされることの全ての解決をお手伝いいたします。

・買い物、食事をする場所の選択が多く、徒歩で行ける範囲にある

転学プログラムの計画をお手伝いするためにカウンセ

・ロサンゼルス地下鉄駅が、シトラス大学から徒歩で行ける距離に

ラーやアドヴァイザーがおりますし、転学センターのカウ

ある。バスに乗る場合もシトラス大学の学生なら無料のパスが

ンセラーは皆さんに一番合った大学を選択し、出願するご援

もらえる

助を提供いたします。

・近隣にはシックスフラッグス、ユニバーサルスタジオ、ディズニーランド、ノッツエ
といった娯楽施設がある

素晴らしい施設と科学技術
シトラス大学は現在、学生たちに出来る限り最先端の教育を提供
するために、常に施設の更新 と改善を行っております。

・ロサンゼルス郡美術館、ケディクリフィス天文台、
カリフォルニア化学センター棟博物館、美術館も豊富
・サンタモニカ埠頭、ハリウッド、ビックベア山でのスキー等も
楽しめる

くりかえし

高校生、大学生の留学

できるまで

わかるまで

志学ゼミからの留学特権

高校生は大学受験の４技能対策、英検準１級、２級の合格を目指して、大学生は TOEIC、
TOEFL 対策の１つとして短期留学を提案します。英語を聞き話す能力が高まるとともに、
本格的な留学へのステップとなります。国際化時代である現在、英語は必須です。

語学留学（２週間コース）８月３日から２週間 ～サマースクールへの参加～（１０名限定）
指導はシトラス大学の教授陣が行います。アシスタントはシトラス大学の特待生が勤めます。
・月曜から木曜：午前は英語学習、午後はシトラス大学の構内でアクテビティ（映画鑑賞等）
金曜日は郊外に出てショッピング等が楽しめます。実際に英語を使ってみます。

①志学ゼミの鉄人プログラムに合格したら大学への内定を受け取れます。
②TOEFL の得点の足切りはありません。
※ただし、シトラスカレッジでの英語のレベル分け試験で授業にそのまま参加できる場合と ESL（大学内の
英語コース）での英語学習に分かれます。ESL での英語学習も大学の単位に組み込まれます。

③先輩から入学以後もホームステイの斡旋、生活環境や単位習得のためのアドバイスが受け
られます。
④代理店を通さないため費用が格段に安い。志学ゼミは留学斡旋業者ではありまん。留学の
ための手続き費用を志学ゼミではいただきません。ビザ申請等はシトラス大学日本代表の

・土日はホームステイ先のホストファミリーと過ごします。
＊ 学生ビザは必要ありません。シトラス大学のサマースクールへの参加となります。

Mr.Peiwen が行います。それにかかる費用は運営会社に支払われます。
⑤２か月の短期留学から２年の留学まで、事前に留学経験のある鉄人こと水谷講師、中井川

＊ 大学での本格的な留学プランのステップとなります。
＊ 語学研修が中心になります。（志学ゼミの試験に合格すれば大学の授業に参加できます）

講師のアドバイスを直接受けられます。

＊ 費用：学費、ホームステイ、航空代等を含めて＄５45０～6450 が目安

⑥留学するまでに何をしなければならないのかのプログラムを個々に提供してもらえます。

語学留学（６週間コース）１月から３月の間の６週間 ～１歩先行く TOEIC 対策～

⑦費用の算出も事前に行えます。

２か月短期留学コース

１月から３月の２か月

大学に推薦合格をした後、入学時までにリスニング力を上げるには最適なコース。各大学とも
入学後早々に TOEIC 等の試験を各学校が設けています。そのための語学研修です。また、
就職試験内定後の英語力 UP にも最適です。もちろん高校生、
大学生の短期留学も可能です。
（志学ゼミの試験に合格すれば大学の授業に参加できます）

２ヶ月短期留学
・志学ゼミでしか出来ないアカデミック短期語学留学！
・たった 2 ヶ月の間でアメリカの大学の単位をもらえる！
・就職やいろんな面接で使える推薦証をもらう！

正規留学（２年間）
志学ゼミでのプログラムを合格後シトラス大学の ESL 試験を受け、レベルの判定を受けます。

・ただ英語を勉強するだけではなく他の興味を持っている授業にも参加できる！

その後、授業にそのまま参加できるコースと語学研修が必要なコースに分かれます。
大学の２年間で一定の成績を上げると、80％以上が４年制大学の３年に編入ができます。
＊ 語学留学（６週間コース）・２か月短期留学コース・正規留学は、学生ビザが必要となります。
＊ どのコースも、ホームステイ先を代行業者が斡旋します。

1. 志学ゼミの英語のテストでレベル分け
2. 英語の授業に参加してもらう

＊ 事前のお支払い後に、手続きが開始されます。
＊ 志学ゼミはシトラス大学の姉妹校ですが、手続きは代行業者が行います。
＊ 留学前に鉄人プログラムをこなせばＴＯEＦＬ等の試験を受けなくとも留学は可能です。

先輩からのメッセージ

留学までの流れ

Eisuke Morita［慶應大学］

シトラス大学での留学は、自分の人生を決めるとても貴重な体験でした。
広大な敷地の中にある校舎で選りすぐりの講師からを英語を学ぶ事が出来
たのは、今の人生の糧になっています。文法からスラングまで自学の学び
たいコースを好きにセレクトできる部分もとても良かったです。Citrus とい
う日本人が少ない環境で英語を学ぶ事が出来たのは僕のバイリンガルの道
へと繋がりました。

3. シトラス大学のオフィシャルの英語のテストを受ける
4. 合格して内定をもらう
5. 出願
6. 合格通知書をもらう
7. ビザの申請
8. 入学手続き
9. アメリカにてホストファミリーと会う
10. アメリカで学生生活スタート

シトラス大学への留学をご希望の志学ゼミの学生の皆さんへ
Citrus College’
s International Student Center is
here for your support and success. We provide a
warm, kind, and friendly environment to ensure
your educational journey meets your academic
goals. We will guide you on your pathway to your
university of choice. We oﬀer many programs
and services that will help you gain the skills
necessary to achieve this endeavor. Not only will you receive an excellent education,
but we will also provide you the opportunity to experience Southern California culture
and all it has to oﬀer!
シトラス大学の留学生支援センターは、皆さんへの手助けと成功へのご援助を提供する場所
です。暖かく、親切で親しみやすい環境の中、皆さんが学習を続けながら学業上の目的を確実
に達成出来るためのお手伝いをいたします。皆さんの各々が志望する大学への道案内をする
場所なのです。皆さんのご努力が報われるために、必要とされる技能を習得するための支援と
なる数多くプログラムやサービスをご提供いたします。最高の教育が受けられるだけでなく、南
カリフォルニアの文化とその文化が持つあらゆる魅力が満喫出来る機会もご提供いたします。

お問い合わせ・お申し込みは
今井ビル 2F/高等部
3F/ 個別指導部・完全自習室

社団法人スクールコーチング協会 認定

志学ゼミ

滝四小

〒

田 端 本 部 校

セブン イレブン

交

03-3894-0568
03-6458-2456
03-3800-0269

新田端大橋

部

高等部
個別指導部

個別指導塾

稲垣ビル2F〜4F
志学ゼミ本部

ホテルメッツ

至

本
部 〒114-0013 東京都北区東田端1丁目12-3 稲垣ビル2F～4F
高 等 部 〒114-0013 東京都北区東田端1丁目12-2 今井ビル2F
個別指導部 〒114-0013 東京都北区東田端1丁目12-2 今井ビル３F

mail@shigakuzemi.info ご 連 絡 は …
http://shigakuzemi.info 担当:芳賀まで

浅野屋

メガネエポック

0120-315-865
本

ローレル
バンク・マシン

上野

田端駅
●JR 山手線・京浜東北線「田端駅」北口より徒歩３分

志学 番町校

〒102-0082 東京都千代田区一番町10-10 相模屋第３ビル地下１階
Mail:1ban@shigakuzemi.info http://shigaku-1ban.info/

0120-380-234
TEL:03-6272-3864

