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 3DのVRツアー キャンパスビデオ

進学実績一覧および 
インフォメーションシート

最新のデジタルパンフ 
レットテクノロジー

学生からのコメント フォトギャラリー

このデジタルコンパニオンパンフレットは単なる入り口に
過ぎません。

60年以上に渡るキングスのノウハウは通常のパンフレット
にはとうてい収まりません。この冊子を窓口とし、膨大な 
オンラインコンテンツから私達の全てを知って頂きます。

スマートフォンやタブレットの準備は出来ましたか?

キングスデジタル 
ワールドへようこそ

こちらを
スキャン

詳しくはこちらから 
 kingsunis.com 



The Kings Top  
100 Guarantee

キングスではアメリカトップ100位内の大学への合格を保証 
もしそれが実現しない場合、1学期分の授業料をお返し致します 

キングスのオンキャンパスプラスプログラムは、4000以上あると言われているアメリカの大学の
中のトップ100位内への進学を保証しています。他校の進学プログラムとは異なり、渡米の時点
で卒業する大学を決めておく必要はありません。それぞれの学生は希望や教育的な背景も異な
ります。オンキャンパスプラスの期間中に成績や英語力の伸びと比べながら適性を見極め、そし
て目的の大学「ドリームスクール」をキングスの進路アドバイザーと一緒に決め、そしてそれに向
けて一緒に準備をしていくのです。 

4つのパートナー大学における小さいコミュニティーをベースとして、アメリカの大学や教育システ
ム、考え方などがスムーズに順応できるようにお助けします。その間には、スキルや興味の分野
などを分析、そして準備をします。

そして進路指導のエキスパートからのサポートを受けつつ、全米トップクラスの大学への編入先
の選定、準備などを行います。編入（トランスファー）先の大学は全米すべての大学が対象です。

これまで多くの学生をお助けしてきた実績により、全米トップ100位内への編入を自信を持って
お約束致します。

ホセ・アントニオ・フローレス 
ディレクター

プログラム修了者中 
トップ100位内からの 
編入オファー獲得率

プログラム修了者 
のトランスファー (編入) 

成功率

プログラム修了者中 
トップ50位内からの 
編入オファー獲得率

100% 83% 50%
諸条件はこちらでご確認下さい 
 kingsunis.com/guarantee 

自分の 
可能性を 
最大限に

 セバスチャン・アボレダ（コロンビア） 
 ボストン大学（40位）にてエンジニアリング/  
 物理学を専攻中 

ビデオクリップはこちらから 
 kingsunis.com/reachhigher 



全米トップ50 
への自信と実績

近年のトップ50位内の 
編入実績一例

ジョンズホプキンス大学

ライス大学

コーネル大学

UCLA

エモリー大学

UCバークレー

南カリフォルニア大学

ウェイクフォレスト大学

ニューヨーク大学

ロチェスター大学

UCサンタバーバラ

10位

21位

17位

22位

17位

22位

20位

27位

29位

29位

34位

ビデオクリップはこちら 
 kingsunis.com/top50 

リストはこちらから 
 kingsunis.com/universities 

“幸運なことに 
トップ50位内の 
大学だけで併願する 
ことが出来ました”
 ヒュンキュン・ウー（韓国） 
 ジョンズホプキンス大学（10位）にて  
 心理学を選考中 



GOアメリカの大学では最終的に卒業をどの大学でするのか
それが最も大事なのです 
どの大学で大学生活をスタートさせるかは全く問題ではありません。 
それが日本とアメリカの教育の文化の最も異なる部分のひとつ。

キングスのギャランティーアウトカム（Guaranteed Outcome）プログ
ラムでは「アメリカで大学に行けるならどこでも良い」という妥協をす
る必要はありません。 

多くの科目をパズルのように組み合わせて卒業することが求められる 
アメリカの大学において、キングスのスタッフが最短で、且つ最高の 
ドリームスクールからの卒業ができるよう全力でお助け致します。

ギャランティ 
アウトカム 
プログラム

プログラムの流れ
1年次: 入学 

 � アメリカ人学生と一緒
に1年次のコースを 
4つのホスト大学の 
ひとつで開始 

 � 英語力が足りない方は 
準備コースから開始 

 � 履修科目の選択、学習
プランの立案、課外 
活動などのアドバイス

2年次または3年次: 編入 
 � 最短2セメスターの 

受講後、全米トップ50 
もしくはトップ100の 
大学へ編入

 � 現地学生とも対等に 
競えるよう個別進路 
相談とトレーニング

 � 大学進学のエキス 
パートのアドバイザー
が、難解な編入のプロ
セスを最初から最後ま
でサポート

4年次: 卒業 
 � あなたの選ぶドリーム 

スクールにて卒業
 � 卒業後は現地でOPTを

行い現地での就職を 
目指す、日本に帰国し
就職、または大学院へ
進学などがあります

詳しくはこちらから 
 kingsunis.com/GO 



プログラム開始ロケーション GOプログラムの 
メリット: 
1. 
最終学位は卒業する大学 
から出ます。大学生活を開始
したロケーションは重視され
ません

2. 
日本から直接出願したり1年
次の出願をするよりも、編入
で出願する方が、より高い 
確率で編入合格を勝ち取る
ことができる傾向にあります

3. 
最短で卒業単位を取得する
ことが可能。コミュニティ 
カレッジなどの機関を通す 
よりも遥かに早く確実に 
学位取得が可能です

4.
教育システムや文化が異なる
環境でも、進学アドバイザー
と共に確実に学位留学を進
めるのでとても安心です

 ニューヨーク  
 コンコーディア大 

 ボストン  
 パインマナー大 

 ロサンゼルス  
 メリーマウント 
 カリフォルニア大 

全米トップ50位内の大学への 
編入を目指すプログラム
世界でもトップクラスの大学での学位取得を目指す 
近年の実績:

 � ジョンズホプキンス大学 (10位)
 � コーネル大学 (17位)
 � ライス大学 (17位)
 � UCLA (20位)

その他多数

全米トップ100位内の大学 
への編入を目指す（進学保証あり）
アメリカ国内でも有数の大学での学位取得を目指す 
近年の実績:

 � ボストン大学 (40位)
 � イリノイ大学 (48位)
 � ラトガーズ–ニューブランスウィック (62位)
 � ワシントン大学 (62位)

その他多数

GO100

GO50

ビデオクリップはこちら 
 kingsunis.com/cornell 

“私がアイビーリーグ
の学生だなんて未だ
に信じられません!”

 ケリー・トリン（ベトナム） 
 アイビーリーグのひとつ  
 コーネル大学（17位）にて  
 ホテルマネージメントを専攻中 



プログラム開始ロケーション

詳しくはこちらから 
 kingsunis.com/madison 

“UWマジソンで学んでる 
なんて夢のようです”
 チャンウォン（韓国） 
 UWマジソンにてコンピュータサイエンスを専攻中 

世界ランキングの常連大学の 
ウィスコンシン州立大学マジソン校へ 
進学保証あり* 

ウィスコンシン州立大学マジソン校 
(46位)

 � ｢パブリックアイビー｣の異名を持つエリート大学
 � ノーベル賞受賞者を多数輩出
 � 週百に及ぶ学位やコースの種類
 � ウィスコンシン州立大学システムの中でも中核の大学 

* 進学保証の条件は希望の学位や専攻などにより異なりますので 
詳細はお問い合わせください。

 UW–オシュコシュ  
 フォックスシティ  
 キャンパス 

GO
プログラムの流れ
1、2年次: 入学・履修

 � 2年次修了まで定められた
科目を履修、そして一定 
以上の成績でAAの学位 
を一旦申請

 � 在学期間中はキングス 
スタッフと定期的にミー 
ティングを持ち、進捗を
管理します 

3年次: 編入

 � 評定平均がミニマム3.2 
以上でマジソン校への 
編入を保証*

 
4年次: 卒業 

 � UWマジソンから4年で 
学位を取得

Madison



プログラムの流れ
1年次: 入学

 � キングスニューヨークの 
あるコンコーディア大にて 
5セメスターを受講

 � 履修プランニングの段階
からスタッフと密に相談し 
特定の科目を履修

 � その後、在学期間中は 
キングススタッフと定期的 
にミーティングを持ち 
進捗を管理 

3年次: 編入

 � 5セメスター終了後、GPA 
3.0以上があれば条件の 
ひとつがクリアとなり、 
編入となります

 � 全米トップ20の学校で 
学ぶ学生としてのプロ 
フィールはコンコーディア
大学在籍中にアドバイス 

4年次: 卒業 

 � 全米でもトップランキング
のエンジニアリング大学
からの学位を取得

全米トップ20位内の 
エンジニアリングの有名校へ

 � バルパライゾ大学 
(エンジニアリング専攻 20位)

 � ロチェスター大学 
 � NY州立大学オールバニー校

…その他多数

バルパライゾ大学における 
エンジニアリング専攻

 � 全国 13位 (US News & World Report)
 � ABET認定の4年間コース: 

土木工学、コンピューターエンジニアリン
グ、機械工学、 電気工学

専攻:

 � 土木工学
 � 機械工学

GOEngineering

詳しくはこちらから 
 kingsunis.com/engineering 

詳しくはこちらから 
 kingsunis.com/art 

プログラムの流れ
1年次: 入学

 � キングスニューヨークの 
あるコンコーディア大にて 
2から4セメスターを受講

 � 履修プランニングの段階
からスタッフと密に相談し 
特定の科目を履修

 � その後、在学期間中は 
キングススタッフと定期的 
にミーティングを持ち 
進捗を管理

 � 開始時点にてポート 
フォリオは不要 

2または3年次: 編入

 � 2または4セメスター終了
後、編入となります

 � 全米でも有数のアート& 
デザインの大学で学ぶた
めのプロフィールはコン 
コーディア大学在籍中に
アドバイス 

4年次: 卒業 

 � 全米でも有名なアートスク
ールから学位を取得

アートのキャリアをゼロから築く

編入実績 一例: 
 � パーソンズ (ニュースクール)
 � サバンナ大学 アート＆デザイン
 � プラットインスティテュート
 � マサチューセッツカレッジオブアート 

＆デザイン
 � ロードアイランドスクールオブデザイン
 � LIMカレッジ 
 � ニューヨーク州立ファッション工科大学 

(FIT)
 � ファッションインスティテュートオブデザ

インアンドマーチャンダイジング（FIDM）

...その他多数

GOArt&Design



プログラム開始ロケーション

 ニューヨーク  
 コンコーディア大学 

プログラムの流れ
1年次: 入学

 � キングスニューヨークの 
あるコンコーディア大にて 
4セメスターを受講 

 � 履修プランニングの段階か
らスタッフと密に相談し 
特定の科目を履修

 � その後、在学期間中は 
キングススタッフと定期的 
にミーティングを持ち進捗
を管理 

2または3年次: 編入

 � ロチェスター大学の 
3年次に編入* 

4年次: 卒業 

 � ロチェスター大学より 
トータル4年で学位を取得

ロチェスター大学への 
進学保証*

ロチェスター大学 
(29位)

 � 全国ランキング 29位
 � 物理学ランキング 10位
 � ポリティカルサイエンス 17位
 � ファイナンス 13位
 � 経済学 21位

* 審査基準などの諸条件に関してはウェブサイト上にて 

ご確認ください

“キングスを通して進学して 
本当に良かったです”
 ユロウ・リー（中国） 
 ロチェスター大学にて  
 心理学を専攻中 

詳しくはこちらから 
 kingsunis.com/rochester 



Maximizing  
Your Potential

人気のある大学は、留学生アメリカ人学生に関わらずトップ 
クラスの学生が数万人の単位で集まります。

彼らは単に良い成績だけでなく、学生としての魅力的な要素
を携えて世界中から集まるのです。

それをお助けするのが私達キングスです。

それらの学生の中においても、大学に対してあなたという 
学生をアピールできるようプロデュースするのが私達の役目 
のひとつです。 

サポート内容の一例:
 � あなたの短所・長所の分析
 � 履修プランニングやコースの組み立ての個別アドバイス
 � 評定平均（GPA）の維持・向上のアドバイス
 � 学生としてのプロフィールのアドバイス
 � SAT対策（必要な方のみ）
 � チュータリングを含む学習アドバイス全般
 � 編入先やスカラーシップのリサーチのアドバイス

全米トップ100の大学への準備
英語力がまだ足りない人は、現在の力に応じて
このアカデミック準備コース「GOプリペアード」
から開始します。これは大学で役に立つスキル
を身につけるために最適なコースです。

カリキュラムに含まれるもの:
 � 実際の課程開始前に単体での授業と単位*

 � アカデミックスキルと学習スキル
 � 月に一度の地元周辺における大学キャンパス

ツアー 
 � 個別の学習相談
 � グローバルリーダーシップのモジュール
 � TOEFL iBT 20相当から受け入れ可能なアカデ

ミック準備コース
 � TOEFL対策も追加可能（必要な方のみ）

それぞれのロケーションでは 
進学保証コースも併せてオファー:
それぞれのGOプログラムの終了後、編入先とし
て下記の大学への進学保証あり。併願プランの
ひとつに含めて学習プランを作成します。

 � ロチェスター大学
 � UWマジソン校
 � NY州立大学オールバニー校

*詳しくはお問い合わせください。

GOPrepared

“キングスのチームがキャンパス
内にいるのは心強いです。 
知らない国で、文化や言葉も 
知りません。もちろん大学の 
システムも知りません。 
でもそんな時、すぐに助けを求め
られる環境があるのは本当に 
助かりました”
 ジョバーナ・リナルド（ブラジル） 
 マイアミ大学（57位）でジャーナリズム  
 を専攻中 

詳しくはこちらから 
 kingsunis.com/potential 

詳しくはこちらから 
 kingsunis.com/prepared 



Personal  
University  
Advising

全米トップ100位内の大学へ進むために 
最も大事なものはこのふたつです

1. あなたの進学に対するコミットメント 
2. 私たちの経験と専門知識

このふたつなくしてアメリカの進学で 
満足の行く結果を出すことは難しいでしょう

経験豊富なアドバイザーと共に、個別のユニバー
シティアプリケーションプランに則り、着実に 
進めていけば必ず良い結果を出すことができる 
でしょう。

“それぞれの学生の目標
達成を手伝うのは本当に
意味のあることです”
 クリス・ボック（シニアアドバイザー）

“キングスのスタッフは 
いつでもそこにいてくれたので 
まるで家族のようでした”
 カタリーナ・ケマノフスカ（ウクライナ） 
 メディア&コミュニケーション学をボストン大学（40位）にて専攻中 

詳しくはこちらから 
 kingsunis.com/advising 



 Your major. 
 Your choice. 

 キングスの学生はアメリカ人から見ても一目  
 置かれるような大学へ進んでいます 
 その専攻は多岐にわたり、その絞り込みも経験  
 豊富なスタッフがお助けしています 

ヘルスサイエンス

ファインアート/ 
パフォーミング 

アート/ 
音楽

ファッション/

デザイン

人文科学

リベラルアーツ
社会科学

メディア / 

コミュニケー 
ション

ビジネス
経済学

数学

エンジニアリング/ 
コンピュータ 

サイエンス

詳しくはこちらから 
 kingsunis.com 
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お問合せは最寄りの留学エージェント 
までご連絡ください

kingseducation.com/


