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SAKAE アカデミー 主催

失敗しないための
留学準備プログラム
世界の学園都市・ボストンから、アメリカ大学留学を目標とするグローバル
人材のために、個々のニーズに合わせた育成メニューをプロデュース。
プロセス
①カウンセリング：

②アセスメント：査定

③診断レポート

④対策プログラム開始

目標設定

ボストンの担当講師とのイ

アセスメント結果をまと

ボストンの担当講師と、

日本語で担当カウンセラー

ンタビューを通し、発音、

め、今後の課題へのアド

課題克服と目標達成の個

が、貴方の進路タイプを識

コンテント、コミュニケー

バイスと中〜長期の対策

別メニューを開始しま

別し、留学準備のための目

ション能力などの査定をし

プログラムをご提案しま

す。個々のスケジュール

標設定をします。

ます。

す。

に合わせて行います。
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テスト対策以外に必要な事

成功する留学とは？

まず、トーフルで８０点以上取れる「テスト

栄陽子がいう「決断力、判断力、分析力を兼

対策バッチリ」な人が、必ずしも「成功する

ね備えた人」を育てるアメリカの教育アプ

留学」につながるわけではありません。「机

ローチには、１つの答えを導きだすのではな

上の勉強にばかり没頭していると、人とのコ

く、様々な角度から物事を捉える力、自分と

ミュニケーション力が乏しくなる」とは容易

対峙する考えを理解する聞く力と対話力、立

に想像しうることですが、その一方、留学前

場を超え全体を導くリーダーシップが必要で

は４６点だった生徒も、成績優秀者として名

す。そういった教育を受けてきたアメリカ人

前を連ね、卒業する人もいます。その違い

や米国留学経験者が皆さんの担当講師となり

は、いったいなんでしょう？

ます。

は、正規留学中の学生の駆け込み寺として、

日本人とアメリカ人の性格・感性・価値観の

名門屈指の大学群があるボストンでは、世界

現役生の悩みや問題に２６年間、対応してき

違い、学校のシステムの違い、期待される能

各国から大学生や教師、研究者が集い、毎日

ました。その経験から、「失敗しない留学」

力（アウトカム）の違いなど、「異文化体

活発な議論や情報が発信されます。その豊富

と題し、トレーニングプログラムをまとめま

験」や「知識」の差、技術的な「コミュニ

なリソースを活用し、皆様が留学の機会を最

した。

ケーション能力」だったり、「人間力」とも

大限にいかし、またその後の人生設計に役立

最近は表現されるでしょう。 栄アカデミーで

つ体験となるよう、アドバイスさせて頂きま

は、日本の学校や塾では得られない「体験の

す。

SAKAEアカ
デミーとは。
留学といえば、まず皆さんが不安に思うのは
「英語力」。しかし、実際留学に失敗する人
は「英語」が足りないからでしょうか？１９
８８年にスタートした栄ボストンオフィスで

場」を提供します。

Sakae Institute - USA, Inc.
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1. Counseling
!
目標設定
日本語で担当カウンセラーが、貴方の進路タ
イプを識別し、留学準備のための大まかな計
画を立てます。

2. Assessment Report
!
現状把握

3. Custom Program
トレーニング

日英バイリンガルの講師とのインタビューを通

ボストンにいる講師と共に、課題克服と目標

し、発音、語彙力、話し方のクセ、コミュニ

達成の個別メニューを進めていきます。

ケーション力、レスポンス、思考力・問題解
決力などの査定をし、アセスメントレポート

短期の目標から、長期にわたる正規留学ま
で、目的によってトレーニング内容が異なりま
す。しっかり準備を行い、行ってから「こんな

（個人ファイル）を作成します。
インタビュー内容は、各個人の目標設定に合わ
せ、以下のトピックを取り上げます。

はずでは」と後悔することないよう、まず、的
確な目標設定が必要です。

• 日常会話
• 自己紹介

ハーバード大学やタフツ大学など、

• 趣味やスポーツ

現役学生と１対１のセッション

A. 短期留学対策：英語

• 社会経験

学校やホームステイ、サ

• 学問の専門分野

マーキャンプなど

• 興味のある話題など

レッスンの頻度は個々のスケジュールに合わせ
て設定しますが、毎週１−２回、１回60〜90分

Ｂ.交換留学対策：半年〜
１年の語学学校＆大学の
授業を体験

アセスメント結果をもとに、今後の課題への

のペースでスカイプを通して行います。

アドバイスと中〜長期の対策プログラムをご
大学進学準備には、TEDやMOOCなど、名門

提案します。

大学の授業や知識人のスピーチ、また実際に大
学の授業で利用される教科書や読み物を教材

Ｃ. 正規留学対策：学部

として活用します。

語彙力

レベルの授業を履修し、

発音・アクセント

学位取得を目標

また、ホームステイや語学留学、短期留学の
場合には、それぞれのシチュエーションに応
じて、実践的な英語力を身につけるため、ア
メリカと日本の文化の違いを踏まえたトラブ

D. 修士・博士課程・研
究者向け：各専門分野の

思考力

アカデミックライティン

問題解決能力

ルの解決方法や効果的なコミュニケーション
のアプローチを練習します。

グ（論文作成方法）、プ

コミュニケー

レゼンテーションスキル

ション力

など実践力をつける

オンラインの授業時間の他、宿題を課します
ので、授業の無い日も課題に取り組み、日常
的に英語に触れ、慣れることを目指します。
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Sample Program
アメリカの大学進学を目標とする、中高校の学生を例に、留学準備プログラムのサンプルを
ご紹介します。
日程：週２回（月、木）合計２５レッスン

手段：スカイプにて実施

日本時間：21:00~22:30（90分）

料金体制：$50/時間、月末に清算、翌月ご請求

自己紹介・自己分析編

専攻分野とキャリア

大学の授業疑似体験

リサーチペーパー

ライティングスキル

Lesson 1

教材：Major Book, アメリカ大

教材：MOOC - Yale

教材：自己分析から得られた

教材：リサーチペーパーのト

自分に影響を与えた本、人、

学カタログ

University, Intro to Sociology

興味のある分野・すでに知識

ピック、MOOC - English 101,

Lesson 1

のある事柄

102の教科書

教科書の読み方（予習）

Lesson 1：リサーチの方法・メ

Lesson 1

ディアの活用

ペーパーの種類

速読法の実践、サマリー作成

Lesson 2：情報収集

Lesson 2

プション

Lesson 3

Lesson 3 ：主文（Thesis）の

科目ごとのペーパーの特徴

Lesson 3

講義中のノートの取り方・実

出来事を語る。
Lesson 2
ご趣味は？情熱をロジカルに

Lesson 1
専攻分野の調べ方・日米比較
Lesson 2

語る。
専攻分野と職業・キャリアオ
Lesson 3
最近の時事問題を解く。貴方
が総理大臣だったら？
就職活動・日米比較
Lesson 4
Lesson 4
１０年後の自分を語る。
働き方・日米比較

Lesson 2

Lesson 5
What makes you unique?
Sakae Institute - USA, Inc.

あなたはどの専攻？

Lesson 3

践 Cornell Note-taking

Lesson 4：構成のバリエーショ

System

ン
Lesson 5：出典表記の仕方、

テストの種類、形式、対策

WORDを用いたアメリカ式
ペーパーフォーマットの例

Lesson 5
口頭試験

よいペーパーの条件
Lesson 4

Lesson 4

Lesson 5
社会の中での自分の役割。

設定

Oral Exam

推敲（すいこう）のポイント
Lesson 5〜6
ドラフト→完成
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申込み用紙

以下の項目を記入し担当カウンセラーまで、提出して下さい。
ローマ字表記

お名前：

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
姓＿＿＿＿＿＿＿＿＿名＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

保護者お名前：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
電話番号（自宅）＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
電話番号（携帯）＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

※該当する項目に◎をつけてください。

生年月日：＿＿＿＿＿年/＿＿＿＿月/＿＿＿＿＿日

! 性別：

年齢：

男

・

学年：中学/高校/大学/社会人

女
年

希望：語学留学、交換・認定・短期（半年〜１年）、

Eメールアドレス（PC）＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 大学（Freshman）、大学編入（Transfer）、大学院、
現住所：〒＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

研究者、その他（

）

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

留学期間：

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

成績（GPAまたは、B平均など）：＿＿＿＿＿＿＿

プログラム規約 Sakae Academy および「私、失敗しないので」について

連絡先

１．「Sakae	
  Academy」は、栄陽子留学研究所（東京）およびSakae	
  Institute	
  of	
  Study	
  Abroad	
  -‐	
  U.S.A.

Sakae Institute - USA, Inc.
1972 Massachusetts Ave, 4th fl
Cambridge, MA 02140, USA
800-370-8489 617-234-0095
617-234-0097 (fax)
Boston@sakaeusa.com
月〜金 9:00 - 17:00 （米国東海岸時間）

（栄陽子留学研究所ボストンオフィス）が共同で運営する留学プログラム（「私、失敗しないの
で」等）の総称です。
２．「私、失敗しないので」プログラムへの参加を希望される場合は、本申込み用紙をご提出の
上、カウンセリングを受けて頂くことが必要となります。カウンセリングの結果、プログラムへの
参加をお断りする場合があります。
３．本申込み用紙の提出をもって、本規約にご同意頂いたものとします。
４．コースやスケジュールの設定は、カウンセリング終了後に行います。この設定は、原則として各
月毎に行うものとします。
５．ご利用代金は時間制とし、各月末に当月分の清算を行い、翌月第１週にボストンオフィスより
請求書をお送り致します（後払い）。

リンク

６．個別レッスンのキャンセルは、当該レッスンの４８時間前までにボストンオフィスへ電話また

www.sakaeusa.com（英語）

はメールでご連絡頂きます。４８時間前までにご連絡がなかった場合は、当該レッスン分の費用は

www.ryugaku.com (日本語)

チャージさせて頂きます。

www.ryugaku.ne.jp （米国大学ランキング)

７．Sakae	
  Academy	
  側の都合でレッスンをキャンセルする場合は、速やかに代替日程を設定させて
頂きます。
８．予定された時間にレッスンが開始できるよう、余裕をもってスカイプの設定をお願いします。
９．参加者はレッスンや宿題に意欲的に取り組んで頂きます。

https://www.facebook.com/
SakaeInstituteUsa (facebook - Sakae USA)
https://www.facebook.com/yoko.sakae
(FB - Yoko Sakae)
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