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報道関係各位 株式会社留学ジャーナル 
 

【コロナ禍での大学留学がわかる１ヵ月】 

「夢で終わらせない！今からはじめる大学留学」 
10/25(日)～11/29(日)、基礎から最新情報まで、海外とつないだオンラインセミナー多数開催 

 
雑誌「留学ジャーナル」の発行元であり、日本最大級の留学支援会社でもある株式会社留学ジャーナル

（本社：東京都新宿区信濃町34 JR信濃町ビル 代表取締役社長：塚田 俊文）は、自宅に居ながら留学

の最新情報が得られるオンライン配信イベント「夢で終わらせない！今からはじめる大学留学」を、

10月25日（日）から11月29日（日）の約1ヵ月間にわたり開催します。 

新型コロナウイルス（COVID-19）の感染拡大の影響により、いまだ世界各国で入国禁止や入国後の

行動制限措置が取られていますが、海外の航空会社が徐々に運航再開を決め始め、各国への渡航制限の

解除に向けた準備が着実に始まってきています。留学ジャーナルでは、今だからこそできる留学準備の

サポートを幅広く行っています。 

「夢で終わらせない！今からはじめる大学留学」では、10月25日（日）開催のセミナー「コロナ禍

の大学留学を知る 基礎編」を皮切りに、約1ヵ月間にわたって多数のオンラインセミナーを開催しま

す。セミナー内容は、大学留学の基礎からコロナ禍での留学準備や留学後の就職までトータルに解説

するものから、海外在住の先輩や専門家などのゲストスピーカーを迎えて海外大学の現状をお話いた

だくもの、保護者や教員向けの特別セッション、大学担当者をWebでつないで現地の最新情報を得る

ことができるセミナーなど、多面的に学べるものになっています。また、10月25日開催のセミナーは

全国5都市（東京・大阪・名古屋・広島・福岡）の留学ジャーナルカウンセリングセンターでもライブ

視聴が可能です。そのほか疑問や質問に個別にお応えする質問コーナーも設けています。 

留学ジャーナルは、この他にもオンライン留学相談や各種オンライン留学プログラム紹介、留学に関

する各種セミナーのオンライン配信など、オンラインでの留学支援サービスの提供を行っております。

今後も、留学に興味を持ち始めた方や留学を予定している方が、ご自宅に居ながら最新の留学知識が得

られる取り組みを行っていきます。 



 

 

 

◆「夢で終わらせない！今からはじめる大学留学」開催概要 

 【日 時】 2020年10月25日（日）～2020年11月29日（日）約1ヵ月間にわたり開催 
 【費 用】 参加無料、要予約 
 【視聴方法】動画視聴システム「Cisco Webex Events」でのオンライン配信 
 【参加申込方法】下記の詳細ページにあります予約フォームよりお申し込みください。 
  https://www.ryugaku.co.jp/spot/onlinefair/ 

  ※動画視聴方法につきましては、お申し込みいただいた方へのみご案内させていただきます。 
  当日のご案内メールが届かない方は rj-webmaster@ryugaku.co.jp までご連絡ください。 
  ※Wi-Fi環境など高速通信が可能な電波の良い所でご視聴ください。 

 【開催スケジュール】 

＜10/25 開催＞ コロナ禍の⼤学留学を知る 基礎編 

開催⽇ 時間 セミナー内容 

10/25（⽇） 

12:00〜12:30 

【特別セッション】いつ⾏ける︖アメリカの⼤学、現状と今後 
コロナ禍で多くの授業がオンラインで始まったアメリカの新学期。ニュースやネットからだけではわからない海外⼤学の
実状や留学⽣の現実を、雑誌『留学ジャーナル』編集⻑がアメリカ・カリフォルニア州⽴⼤学の国際課で留学⽣を
担当、留学⽣の受け⼊れ状況に詳しいスタッフにお聞きします。 
（ゲストスピーカー︓カリフォルニア州⽴⼤学ドミンゲスヒルズ校国際課 ディレクター 川島恵美⼦さん） 

12:45〜13:10 
⾃分にもできるの︖基礎からわかる⼤学留学セミナー 
国ごとの教育制度の違いや費⽤について、必要な学⼒や英語⼒など⼤学進学について基礎の基礎からわかりま
す。⼤学留学の検討を始めたばかりの⽅や少し興味があるという⽅にぜひ⾒ていただきたい内容です。 

13:15〜13:40  

進学に必要な英語⼒をクリアするためには︖進学英語準備セミナー 
出願時に英語⼒が⾜りなくても仮の⼊学許可がもらえる条件付き⼊学制度や、進学を⽬指す⽅のための進学準
備英語コースについてご紹介します。また、すぐに渡航ができない今だからこそおすすめしたい、⽇本で英語⼒を上
げ、現地の⼤学に直接⼊学を⽬指すハイブリッド型留学についても解説します。コロナ禍の現地の⼤学の状況につ
いての情報も得られます。 

13:45〜14:10 
⼤学留学後の将来を考える  
海外の⼤学経験を将来どのように活かすことができるのかについてお話しします。卒業後、⽇本で就職活動をする場合
のスケジュールや⽅法について、現地で就職を希望する場合の国選びや⼤学選択の注意点についてもわかります。 

14:15〜16:40 質問コーナー 
セミナーを聞いてもう少し詳しく知りたい、ピンポイントで聞いてみたいことを個別で気軽に相談できます。 

 

＜11 ⽉・毎週末開催＞ 実際の⼤学の様⼦や⼤学留学についてわかる 

開催⽇ 時間 セミナー内容 

11/1（⽇） 10:00〜12:55 

アメリカ・ワシントン州の 2 年制⼤学 
アメリカ・ワシントン州シアトル周辺にある 4 年制⼤学への編⼊実績が⾼いカレッジ 3 校「Green River College」
「Shoreline Community College」「Edmonds College」の現地スタッフと web で繋ぎ、各校の特徴や魅⼒
をお話しいただきます。 

11/8（⽇） 10:00〜13:25 

アメリカ、イギリスの⼤学・⼤学院への道 
アメリカ・カリフォルニア州の 2 年制⼤学「Foothill ＆ De Anza Colleges」と、アメリカ、イギリスの⼤学・
⼤学院への進学準備プログラムを提供する学校「INTO University Partnerships」の担当スタッフと
web で繋ぎ、各校の特徴や魅⼒をお話しいただきます。 

11/13（⾦） 17:15〜19:45 
イギリスの⼤学留学 
イギリスの⼤学への進学準備コースを提供する学校「Kings(UK)」や、イギリスの⼤学「University of 
Northampton」スタッフと web で繋ぎ、各校の特徴や魅⼒をお話しいただきます。 

11/15（⽇） 10:00〜13:25  
アメリカへの⼤学留学、専⾨留学 
アメリカ名⾨⼤学エクステンション「UCSD, Extension」「UC, Irvine」や、アメリカで進学準備コースを提供する学
校「Kings(US)」の担当スタッフと web で繋ぎ、各校の特徴や魅⼒をお話しいただきます。 



 

 

 

11/22（⽇） 10:00〜12:10  
オーストラリア、カナダの⼤学留学 
オーストラリアの⼤学「Deakin University」、カナダの⼤学「Vancouver Island University」のスタッフ
と web で繋ぎ、各校の特徴や魅⼒をお話しいただきます。 

11/29（⽇） 10:00〜12:15 

⽇本と海外の両⽅のキャンパスで学べる⼤学 
⽇本とアメリカやオーストラリアの⼤学で学び、両国の学位取得もできる制度をもつ⼤学「⽴命館⼤学国際
関係学部」「⽴命館⼤学グローバル教養学部」「Temple University/テンプル⼤学⽇本校」の担当者と
web で繋ぎ、各校の特徴や魅⼒をお話しいただきます。海外と⽇本の両⽅で学ぶメリットや最新情報がわ
かります。 

 

＜11 ⽉・平⽇開催＞ 海外⼤学で学べる専攻・⽅法を知る 

開催⽇ 時間 セミナー内容 

11/4（⽔） 12:00〜12:40 
誰にでもチャンスはある名⾨⼤学への道 
アメリカの 2 年制⼤学から名⾨4 年制⼤学に編⼊を⽬指す留学ルートについて、アメリカ・ワシントン州の 2 年制
⼤学「Green River College」の現地スタッフにお話しいただきます。 

11/6（⾦） 12:00〜12:40 

ビジネス＆インターン 
ビジネスの専⾨コースを受講し、修了後にインターンシップを⾏う⼤学⽣、社会⼈向けプログラムについて、ロ
サンゼルス郊外にある名⾨⼤学「University of California, Irvine」のエクステンション担当スタッフにお
話しいただきます。 

11/10（⽕） 12:00〜12:40  
観光学 
旅⾏業界の実務に即した知識、技術を学ぶ観光学について、カナダ・ブリティッシュコロンビア州の⼤学
「Vancouver Island University」の現地スタッフにお話しいただきます。 

11/11（⽔） 12:00〜12:40  
国際関係学 
国と国との相互理解や平和のために必要な取り組みを学ぶ国際関係学について、カナダ・ブリティッシュコロン
ビア州の⼤学「Vancouver Island University」の現地スタッフにお話しいただきます。 

11/12（⽊） 12:00〜12:40 
英語⼒がなくても進学可能な条件付き⼊学制度 
本⼊学までに英語⼒の基準値を満たす条件で仮⼊学を認める条件付き⼊学制度について、アメリカ・カリフ
ォルニア州の 2 年制⼤学「Foothill ＆ De Anza Colleges」の現地スタッフにお話しいただきます。 

11/17（⽕） 12:00〜12:40 

映画製作・メディア＆コミュニケーション 
映画製作全般に関わる理論や必要なスキル、コミュニケーション全般を学ぶ映画製作・メディア＆コミュニケ
ーションについて、アメリカ・カリフォルニア州の州⽴⼤学「California State University, Northridge」の
現地スタッフにお話しいただきます。 

11/19（⽊） 12:00〜12:40 
ビジネス 
マーケティング、経済、財政学など、各分野のノウハウを実践的に学ぶビジネスについて、アメリカ・カリフォルニア州の
州⽴⼤学「California State University, Northridge」の現地スタッフにお話しいただきます。 

11/24（⽕） 18:00〜18:40 
スポーツマネジメント 
スポーツ全般の専⾨家として必要なマーケティングや法律などを学ぶスポーツマネジメントについて、オーストラ
リア・ビクトリア州の国公⽴⼤学「Deakin University」の現地スタッフにお話しいただきます。 

11/26（⽊） 18:00〜18:40 
看護学 
福祉先進国オーストラリアの⼤学で⼈気の専攻。看護の理論を学び、臨床看護を実践する看護学につい
て、オーストラリア・ビクトリア州の国公⽴⼤学「Deakin University」の現地スタッフにお話しいただきます。 

 

＜10 ⽉・11 ⽉開催＞ 留学経験者によるトークイベント 

開催⽇ 時間 セミナー内容 

10/31（⼟） 11:00〜12:00 

【保護者・教員向け特別セッション】 
ニューノーマル時代に留学の成果を倍増させる学びとは 
⾃⾝の留学経験や卒業後のキャリアにも触れながら、これからの時代を⽣きる⼦どもたちを 2 倍強くし、留学の成果を
倍増させる家庭内教育や早期起業家教育についてお話しいただきます。 
（ゲストスピーカー︓株式会社セルフウィング代表取締役 平井由紀⼦さん） 



 

 

 

11/7（⼟） 16:00〜17:00  

【留学の先輩に聞こう】「ニュージーランドの⼤学留学」 
⽇本の⾼校からニュージーランドの⼤学へ進学するまでの準備や⼤学⽣活の話を中⼼に、またコロナ優等⽣と
いわれるニュージーランドの「今」についてお聞きします。 
（ゲストスピーカー︓原桃佳さん／カンタベリー⼤学卒業） 

11/8（⽇） 10:00〜11:00 

【留学の先輩に聞こう】「アメリカの⼤学留学」 
リベラルアーツカレジの名⾨ウェズリアン⼤学の学校⽣活や⽇本の公⽴⾼校から合格するまでの⾼校⽣活や 
出願対策の話を中⼼にお聞きします。 
（ゲストスピーカー︓⼭本つぼみさん／ウェズリアン⼤学在籍） 

11/13（⾦） 18:00〜19:00  

【留学の先輩に聞こう】「イギリスの⼤学留学」 
イギリストップレベルの国⽴ダラム⼤学の学校⽣活や⽇本の⾼校から⼤学⼊学までの⾼校⽣活やファウンデー
ションコースの話を中⼼にお聞きします。 
（ゲストスピーカー︓⼤森脩平さん／ダラム⼤学在籍） 

 

＜11 ⽉開催＞ 奨学⾦ & 留学のリアル ワンポイント講座 

開催⽇ 時間 セミナー内容 

11/1（⽇） 10:00〜10:15 2 年制⼤学から 4 年制⼤学への編⼊セミナー(Live 配信) 
編⼊はアメリカで⼀般的な⼤学留学のルートです。名⾨⼤学への進学も夢じゃない︕ 

11/1（⽇） 11:00〜11:10 海外の学⽣⽣活 1 ⽇のルーティン（動画） 
起床から学校、放課後など留学中のよくある 1 ⽇の過ごし⽅を⾒てみよう︕ 

11/ 1（⽇） 
11/ 8（⽇） 
11/15（⽇） 
11/22（⽇） 

12:00〜12:15 
11:45〜12:00 
12:30〜12:45 
11:05〜11:20 

海外進学に使⽤できる奨学⾦情報（動画） 
海外⼤学への進学希望者向けに法⼈や⾃治体が⽀給する奨学⾦や、海外⼤学が提供する奨学⾦情報
を紹介︕ 

11/ 8（⽇） 
11/22（⽇） 

12:10〜12:35 
10:00〜10:25 

⼤学留学経験者のぶっちゃけ座談会（Live 配信) 
留学ジャーナルのカウンセラーが、⾃⾝の体験談をざっくばらんに話す座談会。海外での学⽣⽣活について 
リアルな様⼦を知ろう︕ 

11/15（⽇） 10:00〜10:30 
【保護者向けセミナー】海外⼤学へ進学させるということ（Live 配信） 
進路の選択肢に海外⼤学がある中学⽣や⾼校⽣のお⼦さまをお持ちの保護者さま向けに、いまからできる
準備や⼤学留学のメリットを紹介︕ 

11/15（⽇） 11:30〜11:45 各国・都市の⽣活費や物価（動画） 
留学先国や都市の物価を知って⽐較することで、海外での学⽣⽣活をイメージしよう︕ 

11/17（⽕） 
11/22（⽇） 
11/24（⽕） 

12:40〜12:50 
12:00〜12:10 
18:40〜18:50 

英語試験「IELTS（アイエルツ)」情報（動画） 
英語試験「IELTS（アイエルツ）」の内容や学習⽅法について、公益財団法⼈ ⽇本英語検定協会による
動画で紹介します。 

 

株式会社留学ジャーナルについて： 

株式会社留学ジャーナルは 49 年にわたる信頼と実績を誇る留学総合コンサルティング企業として、これま
でに 21 万人を超える留学生を海外に送り出しています。圧倒的な情報量を誇る留学のバイブル『留学ジャー
ナル』の発行をはじめ、各国大使館、教育団体との賛同・協力をもとに留学フェアやイベントを開催するな
ど、長年にわたり培ったネットワークと最新情報を生かし、全国 5 ヵ所のカウンセリングセンター（東京、
大阪、名古屋、広島、福岡）を拠点に、留学カウンセリングから帰国後の就職サポートまで総合的な留学 
コンサルティング事業を展開しています。 
 


