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 3DのVRツアー キャンパスビデオ

各種のインフォメー 
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

キングスデジタル 
ワールドへようこそ

卒業生からのコメント 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?

こちらを
スキャン

詳しくはこちらから 
 kingscolleges.com 



Welcome to Kings
私たちは 
イギリス進学準備の 
エキスパートです

 � キングスの学生の成績は 
イギリス全国のAレベルの平均成績を 
大きく上回っています

 � 例年、キングスにおけるコース修了者の結果は 
イギリス全国のトップ10%位内に入っています

キングスの主な特徴:
 � 60年以上の経験と実績
 � 日本の高校とイギリスの大学の中間に 

位置するスムースな移行時期として最適
 � 発言や質問がしやすい少人数クラス
 � 多数の博士号保持者を含む経験豊かな 

教師陣
 � 学業面以外でも日々の生活をお助けする 

学生サポート
 � 個人レベルでのケアをモットーとする 

進学指導アドバイザー
 � クラブ活動やチャリティなど、選択肢の 

豊富な課外活動
 � お互いを助け合い、フレンドリーな学校の 

コミュニティ

紹介ビデオはこちらから 
 kingscolleges.com/intro 

“キングスの個々の学生の 
成長を促す試みは 
素晴らしいものがあります”

“キングスは普通の学校と大学の 
中間のような感じで、いきなり大学に
進むのは不安だったので本当に 
よかったです” 
 オリヴィア（イギリス） 
 エクセター大学（12位)にて法学と歴史学を専攻中 



全英上位30位内の全ての
大学が、キングスの卒業生

を受け入れています

Aレベルの学生がトップ20
の大学から合格を 

獲得した率

アドバンスドレベルファウ
ンデーションコースの学生
がトップ30の大学から合格

を獲得した率

イギリス全土の大学が進学対象

キングスでは全ての専攻、大学を
目標に対してサポート可能です

まずはあなたの思い描く大学や
将来の夢を教えて下さい

 全英 3位 

 全英 5位 

100% 86% 87%

“キングスを通して 
セントアンドリュースに来て
くれた学生たちのクオリティ
に大変満足しています”

紹介ビデオはこちらから 
 kingscolleges.com/tim 

世界最高峰の 
大学を目指して

“キングスから来た学生は、 
他の一般の学生と 
比較しても際立っています”

 ティモフェイ（ロシア） 
 現在オックスフォード大学（2位）に在籍中 



あなたの  
目標大学への 
道筋
学生中心主義の学習指導

 � 少人数制（平均 4〜12名) 
 � 各科目に精通した教師陣
 � フレンドリーでありながらも結果を求める学習環境
 � それぞれの学生の目標を叶える個別学習プラン 

トータルサポート
 � 個別のラーニングサポート
 � 経験豊かでフレンドリーな学校スタッフ
 � 学生のメンタル面をお助けする専門スタッフ
 � 知識と経験豊富な大学進路アドバイザー

多彩な課外活動
 � 大学キャンパス訪問や外部からの講師を招いた 

特別講義など
 � エディンバラ公賞の活動に参加
 � 生徒会活動
 � クラブや同好会

“キングスではとても良い経験
が出来ました。サポートが 
しっかりあったおかげで、 
自信を持つことを学びました”
 メルヤード（カザフスタン） 
 現在ランカスター大学 (6位) でビジネスマネージメントを専攻中 

紹介ビデオはこちらから 
 kingscolleges.com/mira 



Aレベル  
at Kings

イギリスのトップの大学を目指す際にスタンダードな基準の 
Aレベル。オックスフォード大学やケンブリッジ大学、各種医学 
方面の学位を目指すのであればこのプログラムが必要です。  

各種実績
 � キングスの学生の成績はイギリス全国平均成績を75%上回っています
 � イギリスのトップ20位内の大学すべてがAレベル修了者をこれまで受け入れています

フレキシブルなプログラム
 � 2年または1年、もしくは英語力が心もとない学生は2年以上にも対応できるカリキュラム
 � 9月または1月からコース開始

最近の成績優秀者
 � 学生A: ケンブリッジ大学（1位） 成績: A, A, A, A
 � 学生B: オックスフォード大学（2位）  成績: A, A, A, A
 � 学生C: インペリアルカレッジロンドン（4位）  成績: A, A, A
 � 学生D: ユニバーシティカレッジロンドン（8位） 成績: A, A, A, A, A
 � 学生E: リーズ大学（11位）  A, A, A, A

GSCEのプログラムのオファーもあり 
14才以上から

Kings アドバンスト  
レベルファウンデーション
 
Aレベルのクオリティをファウンデーションコースに移行。 
1年で結果が出せるコース。そのクオリティの高さはイギリス
の大学の多くから広く認められています。 

Aレベルを基にしたカリキュラム
 � Aレベルのクオリティを維持 
 � Aレベル並の科目選択肢の多さと 

フレキシブルさ 
 � Aレベルと対比できる成績評価

イギリストップ大学へ扉
このコースを修了した学生は、専攻を問わず
全英トップ30の大学に合格しています。 
(オックスフォード、ケンブリッジ、インペリ 
アルカレッジを除く)

その柔軟性とクオリティの高さにより 
イギリスの大学への併願受験をより容易に 
しています

全英トップ25位内の大学への 
進学保証あり
詳細はこちらのURLにてご覧ください 
kingscolleges.com 

専門分野における 
ファウンデーションコース
下記は特殊分野に適用できるようデザイン 
された専門ファウンデーションコースです

 � インターナショナルビジネス
 � アートとデザイン
 � エンジニアリング
 � メディカル
 � 法律

詳しくはこちらから 
 kingscolleges.com/alevel 

詳しくはこちらから 
 kingscolleges.com/alf 



キングスより医学の分野へ
薬学の分野は学業面で最も大変な学位のひとつ。

もしあなたがその厳しい世界で求められる資質を持つ学生なら 
キングスはその素質を開花させる方法を知っています。 

薬学部へのルート
 � Aレベルの2年コース
 � またはアドバンストレベルファウンデーション 1年
 � 難易度の高い特殊専門コース
 � MMI、BMAT、UCATなどの必須テストに対するサポート 
 � プラクティカルワークエクスペリエンスに対するアドバイス
 � 幅広いキャリアに対応できるよう進路指導

“将来大学でバイオメディカルの分野を 
勉強したかったので、キングスでは生物学、 
化学、数学などを履修しました”
 ノーラ (イタリア)  
 現在、サリー大学に在籍中 

オックスブリッジ 
オックスフォード大学とケンブリッジ大学は
世界トップクラスの大学です

私達のオックスブリッジ特別サポート 
プログラムにより、その目標達成を 
より現実的なものに近づけます

“ケンブリッジは 
私の夢でした!” 
 ジシュアン (中国)  
 現在ケンブリッジ大学（1位）に在籍中 

詳しくはこちらから 
 kingscolleges.com/medicine 

詳しくはこちらから 
 kingscolleges.com/oxbridge 



1年パスウェイコース 
アドバンストレベルファウンデーション

ビビアンはアドバンストレベルファウン 
デーションを履修

現在、ブリストル大学にて細胞生物学/分子 
生物学を専攻中

Aレベル2年パスウェイコース 
Aレベル

トレイシーはAレベルコースを履修

土木工学の分野にて一級優等学位を 
取得して卒業

ブリストル大学 
パスウェイプログラム
世界的なレベルに君臨するブリストル大学へ
のギャランティ（進学保証）プログラム

 � 世界ランキング 49位  
(QS World University Ranking 2019)

 � イギリス国内での卒業生の雇用適正ランキング 6位  
(QS Graduate Employability Ranking 2019)

コース詳細はこちらから 
 kingscolleges.com/bristol 



アート  
ファウンデーション
アートの分野での確実な実力を

 � 1年間の集中ファウンデーションコース
 � 実際のアートの世界で活躍している 

アーティストからの指導
 � 充実した設備
 � ポートフォリオ作成および 

プレゼンテーションプロジェクト
 � アートギャラリーや美術館などへの定期的

な訪問とそれに関連した課題 

キングストン大学への 
パスウェイ（進学保証）
アート&デザインの分野で全英16位の大学より
条件つき入学許可が発行されます 

西イングランド大学への 
パスウェイ（進学保証）
条件つき入学許可が渡英前に発行されます

近年の 
進学実績の例

 � シェフィールド大学 (3位) 
建築学

 � ニューカッスル大学 
建築学 (6位)  
アート&デザイン (1位)

 � リーズ大学 (11位) 
アート&デザイン、 
イラストレーション 

 � ノッティンガムトレント 
大学 (13位) 
グラフィックデザイン 

 � キングストン大学 (14位)
インテリアデザイン 

 � サウサンプトン大学 
(17位) 
ファッション 
マーケティング 

 � ゴールドスミス大学  
(17位) 
ファインアーツ 

 � ブルネル大学 (19位) 
ゲームデザイン 

 � セントラルセント 
マーチンズ UAL (53位)  
プロダクトデザイン

進学保証に関してはこちら 
 kingscolleges.com/art 



キングスキャンパス
イギリスにある4つのキングスキャンパス 
その全てが独立した建物で、進学準備には最適な学習環境を 
整えています

 キングスボーンマス  キングスロンドン  キングスブライトン  キングスオックスフォード 

VRや写真、動画はQRコードから 
 kingscolleges.com 



滞在先
自由とプライバシーがあるレジデンスか、  
地元の人の生活に触れるホームステイか...

どちらを選んでもそれがあなたの留学中の家となるのです

住むところはとても大事です。 
日々の生活や宿題などにも影響があるでしょう。

私達はクオリティのの高い様々な滞在先オプションを 
提供し、それらはスタッフにより直接管理されています。

 レジデンス 

 ホームステイ 

進学のための 
課外活動
イギリスの進学は、単に英語力と成績が良いだけでは足りません。
授業外に行われる講義、チャリティ、その他の活動に参加すること
より、大学にとってより魅力的な学生になる必要があるのです。

キングスでは幅広い課外活動の機会を設け、いろいろなスキルを
磨ける環境を整えています。

 � エディンバラ公賞 の活動への参加
 � 生徒会
 � キングスビジネスエンタープライズ
 � トリニティアーツ賞
 � ディベートクラブ
 � スポーツやフィットネスのクラブ活動（サッカーチームもあり）
 � 創作的な活動を行うクラブ
 � ボランティア活動
 � 外部団体の訪問と見学
 � 定期的な無料講座（レクチャー）
 � クラブまたは各種同好会

THE DUKE OF
EDINBURGH’S AWARD

詳しくはこちらから 
 kingscolleges.com/enrichment 

詳しくはこちらから 
 kingscolleges.com/living 



キングス  
コミュニティ
私達の学生は文字通り世界中からやって
きます。彼らのユニークな文化や視点、夢
などがキングスコミュニティを形成してい
るのです。

キングスではイギリス人学生も進学準備に通っています。 

留学生は私達のフレンドリー且つサポートの整った学習 
コミュニティに惹かれて集まるのです。 

日本の枠から離れグローバルなコミュニティの一員に

“学校の雰囲気はとにかくと
ても良いです。 
学生がどこ出身かは大事で
はなく、みんな同じ目標に向
かって学ぶという環境が大事
なんだなと感じます” 
 ジュード: キングスブライトンのスタッフ 

ビデオクリップはこちらから 
 kingscolleges.com/community 



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/
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