
アメリカ高校留学

アメリカの私立高校は、自由と個性を尊重した教育が特徴で、個人の可能性を最
大限に伸ばす事を主眼にしています。少人数で一人に光を当てた教育は、必ず何
にも代え難い経験になるでしょう。

世界で一番充実しているアメリカの大学で勉強するには、高校留学から始めるの
が最適です。国際的に活躍している多くの人が、高校留学から始めているのはこ
のためです。

アメリカの高校や大学は、世界中から生徒が集まるという特徴があります。青春
時代を、多くの国の友と生活を共にするというのは、人間的に大きく成長します
し、この時代に培った世界の友との関係は一生の宝となるでしょう。

IGEは、アメリカに本社があるからこそできる徹底した現地サポートによって、多
くの留学生を成功に導いてきました。留学は、無限の可能性を秘めています。あ
なたも、人生を最大限に開花させるために、高校留学をしてみませんか!

www.weexchange.com, www.sportslink.us



1. 徹底した少人数主義
アメリカの私立高校は徹底した少人数で、クラスの人数は8人～15人です。このため、教師は一人一人
に光を当てた教育ができるのです。先生と生徒の距離が近いということは、教室だけでなく、休日には
先生の家に泊まりに行ったり、一緒に遊びに出かけたり、日本では考えられない環境です。

2. 個人と個性を尊重する教育
アメリカの教育は高校に限らず、個人や個性を尊重した教育が行われています。たとえば、多くの授業
では、答えは一つではありません。人間は一人一人異なるので、「僕はこう思う、私はこう思う」とい
うのは、当たり前なのです。大事なことは、多様性を受け入れた所から、全てが始まるという考え方で
す。そのためディベート教育が盛んです。自分の考えをまとめた上で、意見の異なる人とディベートを
行います。これによって、相手の事を理解できると同時に、自分の考え方も伝えることができます。

3. バランスの取れた教育
殆どの高校で、スポーツ、文化活動、そしてボランティア活動が盛んです。トップクラスの高校でもバ
ランスのとれた教育が行われています。特に人間形成に関する教育は盛んで、色んな活動を通して、自
立性、人間性、情緒性、社会性、リーダーシップなどを教えます。個人の自由な発想を尊重する教育や
環境は徹底していますので、高校生活は明るく自由な雰囲気に満ち溢れています。

4. ESLクラスからスタート
留学生を受け入れる高校は、ESL（English as Second Language）を併設しています。留学生が、い
きなり正規クラスに入学するのは難しいので、ESLクラスからスタートし、徐々に高校に馴染める様に
なっていますので安心です。

5. 楽しく充実した寮生活
寮がある高校では、文化や背景の異なる様々な生徒が共同生活を行います。そこでは、寮の責任者が、
学生と一緒に寮に住み、最大のケアをしています。その内容は、例えば、教師による毎日2時間の勉強
指導、課外活動（スポーツ、文化活動、ボランティア活動）、週末のアクティビティ、心のケア、その
他生活全般に渡っています。

留学生の場合、以下の理由で寮に入った方がメリットがあります。
(1) クラスメイトや寮の責任者と一緒に生活しているので、英語の上達が早い。
(2) 寮には毎日勉強の時間があり、教師、カウンセラーが指導してくれるので、勉学にも有利。
(3) 一般生活についても、寮が責任を持って対処しているため、トラブルは最小限に抑えられる。
(4) 友達ができやすい。
(5) 寮で計画されるアクティビティが多く、特に週末は、買い物、コンサート、スポーツ、遠足等、楽

しい行事が盛り沢山です。

何故、アメリカの高校なのか？



ここにある体験談は、ほんの一部です。残りは、ホームページ www.weexchange.com の体験談を読ん
でください。
また、高校留学生と、e-mailにてコンタクトができますので、ご希望の方は連絡してください。

城戸謙秀君
福岡市出身。日本の中学を卒業後、ボストンの名門
Worcester 高校に留学。そして、Boston Universityに留学。
”自分自身を変えるために留学を決意。大学を卒業したら、ア
メリカで起業したい！”

高校留学生の体験談

日本の中学を卒業して、アメリカの高校に留学しようと決意した理由は、アメリカで自分の夢を果たすためと、だらだらとし
た自分自身を変えたいためでした。中学時代は、毎日両親に叱られてばかりの生活、自ら勉強することは殆どなく、テス
トの前日でもテレビの前に座ってなまけているだけの毎日でした。父と母から”勉強しろ”といわれてばかりでした。

アメリカに行くにあったての大きな課題は英語力。中学当時の英語の成績は下から数えた方が早い有様。両親もものす
ごく心配し、あわてて、駅前にある英語教室に通うことになりました。しかし、あわてて英語を勉強しても身に付くわけでは
なく、出願したボストンの私立高校三校ともダメでした。

そこで、IGE平田社長より、中学を卒後した4月からアメリカの高校の入学である9月までの間に英語力をつけ、再度、チ
ャレンジするよう激励されました。ということで、ボストンにホームスティをし、語学学校へ通い、英語漬けの日々が始まり
ました。これは一生忘れる事ができない出来事ですが、語学学校の初日、学校のカウンセラーから、「君のような低い
TOFLEスコアは、当校、始まって以来」と絶句されたことです。

私は、ショックでしたが、逆に、それをバネにして、頑張ろうと決意しました。自分の語学力考慮して頂き、ボストンに同行
して頂いたIGE平田社長と語学学校との面談で、自分にカスタマイズしたカリキュラムを作って頂き、勉強に励む事ができ
ました。

そして、英語の特訓の結果、あきらめかけていた九月入学にも、ほんの少しの光が見えてくるようになりました。しかし、
七月の半ばに面接を受けた高校は、全て不合格でした。そのとき自分自身に腹が立ち、思わず泣き出しました、勉強の
ことで悔し泣きをしたのは、その時が初めてでした。

この時点で、9月入学が間に合う高校を平田社長に探して頂き、その高校にチャレンジしました。その結果、平田社長の
交渉のおかげもあり、NewHampshire州にあるBrewster Academyに入学することができました。入学の日には、両親と
平田さんご夫婦にも参加していただきました。あの時の気持ちは今でも忘れません。
続きはWEBサイトで・・・

ボストン郊外にあるBrewster高校の入学式。
両親とIGE平田社長夫妻も参加。

謙秀君は、Brewster高校に2年間通った後、
名門のWorcester高校に編入。



成功のトライアングル

・親ではない公平な第三者
・プレッシャーが無い関係
・保証人としての責任ある立場
・子は心を開き、信頼関係が構築
・学校や他との適切な対処ができる

IGE

・保証人から、常に公平な
報告が親に行く
・親も公正な判断ができる

子

親

離れて生まれる
親への感謝

・親は子の見えない
部分が分かる

・親自体にも変化が

IGEでは、高校留学を大成功させるため、『成功のトライアングル』を実践しています。
成功のトライアングルとは、留学生、両親、IGEを、一つのチームとして推進することです。

IGEは親代わりとして、保証人になりますが、留学生とIGEは客観性を持った関係になります。
一方、IGEから親へは、こまめで客観的な連絡が行くため、親は本当の我が子の姿を知ることが
できます。そして、親は、それまで知らなかった子供の部分が見えるようになり、子供は、離
れて暮らすことにより、親への感謝が生まれます。

この良い関係を一つのチームとして推進することにより、留学は大成功することになります。



なぜ高校訪問？

アメリカの私立高校は、それぞれ特徴を持っています。学校訪問をすれば、雰囲気、教育方針、
寮生活、環境、治安など、実際に見て知ることができます。従って、自分に合う高校かどうかを
肌で知ることができるのです。WEBサイトや資料、風評では知り得ない、最新で正確な情報を得
ることができますので、最適な学校に出会えることができるでしょう。

IGEでは、学校選択の過程で、高校の下見をすることをお勧めしています。学校の下見に
は、IGEスタッフが随行し、学校の説明・通訳・学校スタッフへの紹介等を致しますので
、英語力や土地勘がない方でも安心してご参加頂けます。ご希望に合わせて、ホームステ
イや語学学校体験入学、観光などもスケジュールすることが出来ますので、お気軽にお問
合わせください。

訪問高校

お客様のご希望を聞き、カウンセリングを行った上で、志望校を提案させて頂きます。この時に
成績表を提出して頂きます。提案校の中から、３～4校に絞り訪問します。

日程は？

4校訪問するとすれば、3泊前後で十分です。市内観光等は、ご希望に合わせてアレンジいたします。

費用

完全なカスタマイズ・プランのため、ご希望の見学校、語学学校や市内観光等のアレンジ、滞在期間によ
り費用が異なります。IGEの担当者までお問合わせください。

高校訪問（オプション）



アメリカとカナダでは、18歳未満、もしくは高校生が親元を離れて生活する場合、保証人の
存在が法律によって義務付けられています。この法律は、「マイナーの法律」と呼ばれ、保
証人の責任は親と同等です。州によっては保証人は裁判所で宣誓することを義務付けられて
いるほど厳しい法律です。

保証人無しでは、留学許可証（I-20）が発行されませんし、ホームステイや寮に入る事も出
来ませんので留学自体が不可能になります。

又、医者にかかる場合、遠足や遠征、学校との連絡、留学生との連絡、参観日への出席も保
証人の責務です。寮生の場合は保証人の外出許可が無ければ買い物や遠足にも行けません。

日本の慣例である、署名だけの保証人とは異なります。IGEではアメリカ高校留学の場合は
、オプションとして、保証人サービス（有料）を提供しています。IGEスタッフが証人とな
り、責任を持って留学生の皆様をサポート致します。

保証人について

1 空港出迎え
日本語対応の現地スタッフが空港ターミナルで、お出迎えします。ただし、空港は、 ロサン
ゼルス国際空港(LAX)に限ります。

2 滞在先まで送迎
現地スタッフが責任を持って、滞在先までお送り致します。従って、初めての方でも、お一人
で安心して渡米していただけます。

3 街の案内 生活する上で知っておくと便利なお店やスーパー、レストラン、その他の場所を案内します。

4 銀行開設のサポート 学校や滞在先周辺の銀行にて、新規口座開設に随行し、サポート致します。

5
携帯電話契約、
購入のサポート

携帯会社にお連れし、様々なプランの中から、お一人お一人のニーズに合ったプランを一緒
に検討し、購入のサポートを行います。

6
生活必需品の購入
サポート 現地で調達が必要なものは、IGEスタッフがお店にお連れし、購入のサポートを致します。

7 署名の代行
遠足の許可、外出許可、その他、署名が必要とされる全ての書類に、保証人として署名い
たします。

8 学校連絡関係 学校からの全ての連絡事項に対処いたします。

9 緊急事態の対応
事故や予期せぬ出来事が発生し、学校やご家族、また、IGEが緊急と認めた場合、速や
かに対応します。医者にかかる場合の署名と、随行（随行は、IGE本社所在地に近辺と
なります）。

10
学業に関する
アドバイス

学業の進捗状況、勉強方法、長期休暇の過ごし方などについて、アドバイスいたします。ま
た、必要に応じて、学校やご本人、ご家族と協議、懇談する場合もあります。

保証人サービスの内容



保証人サービスの内容

11 医療関係

留学生、ご家族、もしくは学校からの要請によって医師の診断が必要とされる場合、その都
度、必要とされる書類に署名を行います。また、必要があれば保証人が医師への送迎、付
き添い、署名を行います（医者への随行は、IGE本社オフィスの近辺とします）。

12 親への報告 IGEでは留学生に定期的に連絡をとり、現地での様子をご家族へ報告します。

13 三者面談

授業について行けない、先生と上手くコミュニケーションが取れない、テストが上手くいかなか
い、クラスを変えたい等、留学中は色んな問題に遭遇します。これらの問題を即座に解決す
べく、IGEでは、定期的なカウンセリングと、必要に応じて三者面談（留学生、学校、
IGE）を実施し、留学をより確実に成功させる体制を整えています。

14
ステイ先・学校に
出向いての
カウンセリング

文化の違い、言葉の壁で、ホストファミリーやクラスメイトと上手くコミュニケーションが取れず、
ストレスを抱えることもしばしば。必要に応じてステイ先や学校に出向いてカウンセリング行っ
たり、定期的に連絡を取り、学生の心の支えとなるようサポート致します。

保証人サービスの内容（前ページからの続き）

自然豊かなBesant Hill高校
ロサンジェルス郊外

キャンパス内に自然の湖がある
Brewster高校（ボストン郊外）

外で行われることが多い集会
Ojai Valley高校（ロサンジェルス郊外）



新入生は、通常9月の入学ですが、編入生は、原則としていつでも入
学できます。詳細は、担当カウンセラーにお問い合わせください。

・留学を成功させるための第一歩です！
・IGEでは、常時、無料カウンセリングを行っています。
・カウンセリングの際には中学校での成績表を準備して下さい。

将来の夢、現在の学力、希望地域、寮かホームスティか、宗教系か
非宗教系か、高校留学の予算、大学進学の希望、その他について充
分ディスカッションします。

出願は、IGEスタッフと二人三脚で進めますので安心です。

志望校の決定

IGEでは、入学前に学校の下見をお勧めしています。学校の雰囲気、
教育方針など、実際見て体験することができます。最適な高校を選
ぶ上で重要です。

合格

高校留学のステップ

カウンセリング

お申込み

学校調査報告書

高校訪問（オプション）

出願

面接

カウンセリングに基づき、最適と考えられる高校を 4-6 校リストア
ップし、報告書を作成します。報告書は、詳細な高校の内容、費用
、環境、評判、治安について記載します。この報告書の中から、学
校訪問したい高校、もしくは出願したい高校 3-4 校決めます。

殆どの高校で、面接が行われます。面接は、オンライン‘(Skype等）でも大丈
夫です。

• 学生ビザ取得
• 渡米 → 英語、集中講座



アメリカの私立高校の授業料は、通学校でホームスティの費用を合わせて年間トータル約$30,000-40,000が
目安です。寮制校の場合は、授業料と寮費トータルで約$40,000-$60,000です。
中西部に行くと費用は比較的安くなります。

留学検討開始から、入学準備、合否発表までのサービスで、以下のものが含まれます。

◆志望校選択までのコンサルティング
◆候補高校の詳細な調査報告書作成（高校の内容だけでなく、環境や治安も含みます）
◆出願手続き代行
◆出願前後の学校とのコンタクト
◆エッセイと推薦状の作成指導とサポート＆添削
◆合格の場合、アメリカ国土安全保障省発行のSEVIS I-20 (入学・在学資格証明書)取得
◆入学の意思表示書提出と入学に必要な書類提出のサポート
◆IGE現地サポート（スタンダード・サービス）

・アメリカ生活をスタートするためのオリエンテーション
・緊急時24時間電話対応
・現地カウンセラーによる生活面・学業面のサポート
・その他、日常生活全般にわたるアドバイス
・友達の輪を広げるお手伝い

◆高校訪問のアレンジ、随行サービス （オプション）
◆IGE保証人サービス （オプションサービス）

詳細は7ページ、【保証人について】をご参照下さい。
◆ホームステイの場合の滞在先斡旋費用 （オプションサービス：$500）
◆ビザ申請手続き代行
◆渡米時の航空券代、および、日本国内の移動交通費
◆海外医療保険
◆現地滞在費（ホームステイ、寮、生活費・食費などの私的費用）
◆学校へ直接支払う必要のある出願手数料・授業料等

高校留学に必要な費用

IGE高校留学サービス費用：$5,500

費用に含まれないもの

費用に含まれるもの

高校留学の費用とサービス内容



世界大学ランキング
The Times Higher Education

World University Rankings 2015 -16

1. Cal Tech USA California
2. University of Oxford UK
3. Stanford University USA California
4. University of Cambridge UK
5. MIT USA Massachusetts

6. Harvard University USA Massachusetts
7. Princeton University USA New Jersey
8. Imperial College London UK
9. Swiss Federal Technical Swiss
10.University of Chicago USA Illinois

11.Johns Hopkins University USA Maryland
12.Yale University USA Connecticut
13.University of California, Berkeley USA California
14.University College London UK
15.Columbia University USA New York

16.UCLA USA California
17.University of Pennsylvania USA Pennsylvania
18.Cornell USA New York
19.University of Toronto Canada
20.Duke University USA North Carolina

21.University of Michigan USA Michigan
22.Carnegie Melon University USA Pennsylvania
23.London Economics & Politics UK
24.University of Edinburgh UK
25.Northwestern University USA Illinois

日本の大学
43. Tokyo University
88. Kyoto University

上記のランキングは、世界的に著名なイギリスの「タイムズ」紙が、毎年、発表している
世界の大学のランキングです。これを見ると、Top-25位の中に、アメリカの大学が17校
（約70%）を占めています。アメリカの高校に留学し努力すれば、これ等有名大学への
道が大きく開けることになります。



学内にNASAの研究所があるCal Tech

起業へのサポートが最も充実しているStanfordUCLA

伝統のHarvard MIT

キャンパス写真

Prinston



www.weexchange.com www.sportslink.us

（株）IGE アメリカ本部 2082 Business Center Dr., Suite 256, Irvine, CA 92612 USA

TEL: 949-863-1430

（株）IGE ジャパン 〒105-0004 東京都港区新橋1-18-21 第一日比谷ビル5階

TEL: 03-6868-5416 


