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学生募集要項 

 

「いきなり！留学」で人生を変える。 

 

タイにあるアメリカの大学 

トリコンチネントディグリープログラム 

 

 



 

学校案内 

タイにあるアメリカの大学（トリコンチネントディグリープログラム）とは 

タイにあるアメリカの大学（Tri-Continent Degree Program：トリコンチネントディグリープログラム）

とは、ラマ—大学(米国・テキサス州立大学)、サイアムテクノロジー大学(タイ・バンコク)、英国の NVQ

国家認定資格 Level 5 の三か国の学位および資格のすべてが一回の留学で取得できる画期的なプログラ

ムです。本プログラム卒業時には、米国、英国、タイのトリコンチネント(Tri-Continent：3 大陸)の学

位及び資格取得が実現できます。 

タイ・キャンパス：サイアムテクノロジー大学（Siam Technology College) 

タイで初めての工科大学として 1965 年に設立されました。現在、大学には 7 学部 20 学科、大学院には

6 学部 7 学科があり、生徒数は 1 万人以上、うち留学生は 250 人以上在籍しています。学校はバンコク

中心部のサイアム（Siam）から BTS（スカイトレイン）で 20 分程度の場所にあります。 

米国・テキサス州キャンパス：ラマー大学（Lamar University) 

1923 年設立。テキサス州のシステムの元、正式に US university として認定を受けている大学です。ア

メリカのテキサス州ヒューストン郊外に位置し、生徒数は 1 万 5 千人程度の中規模大学で、Tier 2 レベ

ルに位置し、US NEWS ランキングでは 200 位前後となっています。セメスター（学期）カリキュラム

制です。敷地内には寮とアパートがあり、学生は原則的にキャンパス内の寮で生活することとなります。

学部生が選択可能な専攻分野は 100 分野を超えていて、興味のある学問の研究が可能となっています。 

ラマ―大学ではサイアムテクノロジー大学から編入することによって、様々な学科を専攻することがで

きます。詳しい履修方法に関しては、お問い合わせください。 

NVQ国家認定資格 Level 5（National Vocational Qualification Levels） 

NVQ とは、英国イングランド、ウェールズ、北アイルランドにおける職業技能レベルの国家認定制度で

あり、教育相は以下の政府機関資格・カリキュラム開発機構（QCA）が所管しています。Level5 とは、

準学士・高等専門学校（Diploma）レベルとされ、大学の専攻分野に基づき就職の際に認定資格として

履歴書に記載できるので、英国での就職活動が可能となります。 

イングリッシュ・ブリッジ・プログラム for トリコンとは 

タイにあるアメリカの大学に入学する前の英語力を強化するプログラムであり、フィリピン・セブ島に

ある TESOL International English Training Center において行われます。  



 

入学を希望される皆様へ 

 

海外の大学で学ぶためには、語学力だけでなく、自分から物事に取り組む行動力や、逆境を乗り越え

て自分の目標に向かってゆく前向きな姿勢が重要になります。そのため、本学の入試でも、現在の学

力・英語力を計る筆記試験よりも、面接を重視しています。 

海外の英語圏の大学は通常、TOEFL や IELTS といった英語力のスコアを求めることが多いですが、

本学ではそのようなスコアの提出は求めません。世界から集まる学生は、大学で学びながら英語力を

強化すればよい、という方針によるものです。ただし、英語で学ぶために最低限の英語力は必要であ

ることから、基本的には、タイにあるアメリカの大学（トリコンチネントディグリープログラム）に

入学する前に英語力を強化するプログラム（イングリッシュ・ブリッジ・プログラム for トリコン）

の受講を必須としています。このプログラムは、大学との提携により開発されたもので英語 4 技能

（読む・書く・聞く・話す）に加え、英文法、発音、プレゼンテーション、英語表現方法、ソーシャ

ルスキルを身につけることができます。 

未来志向の意欲とチャレンジ精神に溢れる学生の応募を期待します。 

帰国子女・その他の留学準備プログラムで学び十分な英語力がある、と思われる方は、特待生入試を

ご選択ください。 

 

特待生入試コース  

上記以外の入試コース    

※タイキャンパスで 2 年を経過した後、一定の条件を満たすことで米国・テキサス州のキャンパスに

編入することができます。 

  

タイにあるアメリカの大学 

（トリコンチネントディグリープログラム） 

 

 タイにあるアメリカの大学 

（トリコンチネントディグリープログラム） 

 

 

約2ヶ月間：イングリッシュ・ 

ブリッジ・プログラム forトリコン 
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１．募集対象 ［4 年制：定員 100 名］ 

出願できる方（出願資格付記も合わせてご覧ください。) 

⚫ 日本国内において高等学校を 2020 年 3 月までに卒業見込の方およびすでに卒業した方。 

⚫ 満 15 歳以上で大検資格または高卒認定資格取得済みの方、または 2019 年 12 月までに取得見込

みの方。 

⚫ 海外において高校または同等の課程を修了した方、または修了見込みの方。 

⚫ 国内の大学・短期大学・専門学校在学者で海外の大学への編入学を希望する方。 

⚫ 国内の大学を卒業見込みの方、または卒業した方。 

 

２．入試の種類 

Ａ 特待生入試 

本学のビジョンのひとつに、「積極的にコミュニティに貢献します」というものがあります。 

特待生チャレンジは、成績にかかわらず、さまざまな分野で社会貢献活動をされている方を対象に

英語力の事前強化プログラムの受講を免除する入試制度です。 

 

 出願資格  

⚫ 大学で学ぶための英語力があること（英語スコア提出または同等の能力があることを証明） 

⚫ 海外居住経験申告書 

⚫ 海外での学習能力申告書 

⚫ 心身共に健康であり本学を専願としていること 

 

 

  

入試結果を加味して、英語力の事前強化プログラム（イングリッシュ・ブリッジ・プログラム

forトリコン）の受講が免除されます。 

特待生として不採用となった場合でも、自動的に公募推薦入試（自己推薦入試）の出願者となり

ます。 
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Ｂ 指定校推薦入試 

本学が指定する高等学校からの推薦により入学が許可される入試です。 

 

 出願資格  

⚫ 高等学校全教科評定平均値 2.5 以上(5 段階評価） 

⚫ 心身共に健康であり本学を専願としていること 

※指定校推薦入試に関するその他の要件については P.3 をご覧ください。 

 

Ｃ 公募推薦入試（自己推薦入試） 

これまでの成績を問わず、高い勉強意欲を有する方を対象にした入試です。また、大検資格や高卒

認定資格での受験希望者、および日本の大学・短期大学からの進学希望者もこちらに該当します。 

 

 出願資格  

⚫ 評定平均値に関する基準なし 

⚫ 心身共に健康であること 

 

Ｄ 大学生（短大生・専門学生・高専４・５年生在学生を含む）および社会人の方 

上記試験の内、Ａ特待生入試及びＣ公募推薦入試（自己推薦入試）が受験可能です。 
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※指定校推薦について諸注意（高等学校ご担当の先生へ） 

（1） この制度は、高等学校長の推薦により特別に入学を許可するものです。従って、前記「出願

資格」の要件を満たしていない場合は不合格となりますので、推薦にあたっては十分にご注意

ください。 

（2） 評定平均値に若干の不足がある場合は、許容範囲内であるかについて本学入試事務局まで事

前にご照会ください。 

（3） 前記要件の他、推薦基準の目安として、次の点にご留意ください。 

⚫ 意欲とチャレンジ精神旺盛であること 

⚫ 広範多岐にわたる知識と判断力を持つこと 

⚫ 個性的な自己表現力に優れていること 

（4） 推薦により入学を許可された受験生が、入学を辞退しないようにご指導ください。 

（5） 推薦入学合格者が 2020 年 3 月に高等学校を卒業できなかった場合には理由の如何を問わず

合格は取り消されます。 

（6） 一度提出された書類および納めた受験料・学費等の納入金は返還しません。 

（7） 推薦入学者の入学後の成績を、次年度以降の推薦依頼の参考とします。 

（8） 推薦依頼校は毎年新たに選定されます。 
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３. 出願書類・試験科目 

出願書類 

下記の書類を郵送にてご提出ください。（詳細は P.7~ 8) 

①入学願書 所定用紙（必要事項を記入の上、写真を貼付のこと） 

②成績証明書 

日本国内において高等学校を卒業し

た方および 2020 年 3 月までに卒業

見込の方 

･調査書 1 通 

または 

･英文成績証明書  1 通 

または 

･通知表のコピー(第1学年～当期まですべて） 

満 15 才以上で大検資格または高卒

認定資格取得済の方 

・文部科学省より発行の合格証明書 1 通 

・英文成績証明書 1 通 

海外において高校または同等の課程

を修了または修了見込の方 
・英文成績証明書 1 通 

国内の大学・短期大学・専門学校在

学または卒業見込みで進学を希望す

る方 

・高等学校卒業証明書 1 通 

③入学希望理由書 全員 ・作文(800～1200 字程度） 

 

受験料 

18,000 円（銀行振込）※支払後の返金はできませんのであらかじめご了承ください。 

試験科目 

特待生入試 
・英語力判定試験  

・面接(英語及び日本語） 

指定校推薦入試･公募推薦入試・大学生/社会人入試 ・面接(日本語） 
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出願資格・付記 

以下のいずれにも該当しないこと。 

ア．禁錮(こ)以上の刑に処せられた者  

イ．成年被後見人､被保佐人又は破産者で復権を得ない者  

ウ．反社会的勢力との関係が疑われる者  

エ．その他上記に準ずる事実がある者 

 

※受験生または親権者が暴力団や社会運動等標傍ゴロなどの反社会的勢力に属する場合､受験をお断りさせて頂きます。万一､受

験後や入学後に当該事実が判明･発生するなどした場合には､本学の判断により合格(入学)を取り消します。 

 

反社会的勢力に対する基本方針 

本学は､その社会的責任として、反社会的勢力との関係を遮断するため、平成 19 年 6 月の政府指針

である｢企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針｣(犯罪対策閣僚会議幹事会申合せ)

を踏まえて、以下のとおり｢反社会的勢力に対する基本方針｣を定めます。 

 

1 組織としての対応  

反社会的勢力による不当要求に対しては、組織全体として対応します。  

2 外部専門機関との連携  

平素から警察、暴力追放運動推進センター、弁護士等の外部専門機関と緊密な連携を図ります。  

3 取引を含めた一切の関係遮断  

反社会的勢力とは、取引を含めて一切の関係を遮断します。  

4 有事における民事と刑事の法的対応  

反社会的勢力による不当要求に対しては、民事と刑事の両面から法的対応を行います。  

5 裏取引や資金提供の禁止  

いかなる理由があっても反社会的勢力との裏取引や反社会的勢力に対する資金提供は行いません。 
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その他入試に関する諸事項 

選考日 P.9 の入試の日程をご覧ください。 

選考日当日のスケジュール 
集合時間 AM10:00 試験開始 AM10:20 

終了時間についてはお問い合わせください。 

選考会場 オンラインまたは東京 

服装について 
特に定めはありませんが､面接がございますので適切な服装でお

越しください。 

合否発表について 合否結果は受験者全員にメールで送信いたします。 

入学手続きについて 

入学手続期限は P.9 のそれぞれの日程をご覧ください｡入学手続

期限は入学審査手続の都合により､変動する場合があります。合

格者には下記の入学手続書類と入学要項を郵送します。 

合格者は指定された期日までに書類を揃え入学金･学費を納入し

てください｡指定期日までに手続が行われない場合､入学許可は

取り消されます。教育ローンをご利用希望の場合は入学手続きの

際に必ずその旨をお知らせください。 

入学手続き書類について 

学生カード ：本学所定用紙  

保証書･誓約書 ：本学所定用紙 

写真 ：所定サイズ 

戸籍抄本 1 点または住民票とパスポートの写しの 2 点 

(外国人の場合、外国人登録証の写し） 

学費納入通知書 ：本学所定用紙 
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WEB 出願利用ガイド 

出願書類一覧 

出願は Web 出願サイトでの登録完了後､受験料を支払い､必要書類を郵送して完了となります。 

登録しただけでは出願は完了していませんので注意してください。 

１．入学願書 

Web 出願登録完了後に印刷できる、「入学願書｣を、「２．証明書」「３．入学希望理由書｣の必要書類

と同封し、郵送してください。 

 ※願書到着締切日必着になるよう､郵便局窓口から｢簡易書留郵便｣または「レターパックプラス（赤

色）」で郵送してください。 

 

２．成績証明書 

日本国内において高等学校または中等教育学

校を卒業した方および 2020 年 3 月までに卒業

見込の方 

・調査書 1 通 

または 

・英文成績証明書  1 通 

または 

・通知表のコピー(第1学年～当期まですべて） 

満 15 才以上で大検資格または高卒認定資格取

得済の方 

・文部科学省より発行の合格証明書 1 通 

・英文成績証明書 1 通 

海外において高校または同等の課程を修了ま

たは修了見込の方 
・英文成績証明書 1 通 

国内の大学・短期大学・専門学校在学または卒

業見込みで進学を希望する方 
・高等学校卒業証明書 1 通 

 

 

３．入学希望理由書 

様式問わず、横書き 800 字～1200 字程度 

（パソコン・ワープロによる印刷可） 
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Web 出願の流れ 

出願完了までの流れは、以下のとおりです。 

 

 

STEP 

1 

事前準備 

インターネットに接続されたパソコン、プリンターなどを用意してください。（スマー

トフォン、タブレットは推奨しません。） 

必要書類は発行まで時間を要する場合があります。早めに準備を始め、出願前には必

ず手元にあるようにしておいてください。 

STEP 

2 

Web出願サイトにアクセス 

Web 出願サイト http://tesol.co.jp/e-apply/ 

STEP 

3 

出願内容の登録 

画面の手順や留意事項を必ず確認して、画面に従って必要事項を入力してください。 

STEP 

4 

受験料の支払い 

支払い方法は銀行振込のみです。登録した出願者名で振り込んでください。 

STEP 

5 

必要書類の郵送 登録しただけでは出願は完了していませんので注意してください。 

登録完了画面、または確認メールに記載されている必要書類を出願期間内に郵便局窓

口から「簡易書留」または「レターパックプラス（赤色）」で郵送してください。 

送付先 

〒107-0052 東京都港区赤坂 6-5-38 

ファミールグランスイート THE 赤坂 802 

TESOL International Japan 株式会社 入学事務局 行 

電話：03-3568-3111 
 

<出願完了> 

出願時の 

注意点 

出願は Web 出願サイトでの登録完了後、受験料を支払い、必要書類を郵送して完了とな

ります。登録しただけでは出願は完了していませんので注意してください。 

Web 出願は 24 時間可能です。ただし受験料の支払いはオンライン出願締切日まで（営

業時間は ATM など施設によって異なります）、必要書類の郵送は願書到着締切日必着で

す。ゆとりを持った出願を心掛けてください。 
 

  

事前準備
出願サイト
にアクセス

出願内容の
登録

受験料の
支払い

必要書類の
郵送

出願完了
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４．入試の日程 

指定校推薦入試・公募推薦入試・大学生／社会人入試 

■試験会場：オンラインまたは東京校 

試験区分 選考日 

オンライン出願 

受付締切日 

願書到着締切日 合格発表日 入学手続き期限日 

T-1 期 ９月 ７ 日(土) ８月３１日(土) ９月 ５ 日(木) ９月 ９ 日(月) ９月２３日(月) 

T-2 期 ９月２１日(土) ９月１４日(土) ９月１９日(木) ９月２３日(月) １０月 ７ 日(月) 

T-3 期 １０月 ５ 日(土) ９月２８日(土) １０月 ３ 日(木) １０月 ７ 日(月) １０月２１日(月) 

T-4 期 １０月２６日(土) １０月１９日(土) １０月２４日(木) １０月２８日(月) １１月１１日(月) 

T-5 期 １１月 ９ 日(土) １１月 ２ 日(土) １１月 ７ 日(木) １１月１１日(月) １１月２５日(月) 

T-6 期 １１月２３日(土) １１月１６日(土) １１月２１日(木) １１月２５日(月) １２月 ９ 日(月) 

T-7 期 １２月１４日(土) １２月 ７ 日(土) １２月１２日(木) １２月１６日(月) １２月３０日(月) 

T-8 期 １２月２１日(土) １２月１４日(土) １２月１９日(木) １２月２３日(月) １月 ６ 日(月) 

T-9 期 １月１１日(土) １月 ４ 日(土) １月 ９ 日(木) １月１３日(月) １月２７日(月) 

T-10 期 １月２５日(土) １月１８日(土) １月２３日(木) １月２７日(月) ２月１０日(月) 

T-11 期 ２月 ８ 日(土) ２月 １ 日(土) ２月 ６ 日(木) ２月１０日(月) ２月２４日(月) 

T-12 期 ２月２２日(土) ２月１５日(土) ２月２０日(木) ２月２４日(月) ３月 ９ 日(月) 

T-13 期 ３月 ７ 日(土) ２月２９日(土) ３月 ５ 日(木) ３月 ９ 日(月) ３月２３日(月) 

T-14 期 ３月２１日(土) ３月１４日(土) ３月１９日(木) ３月２３日(月) ４月 ６ 日(月) 

T-15 期 ４月 ４ 日(土) ３月２８日(土) ４月 ２ 日(木) ４月 ６ 日(月) ４月２０日(月) 

T-16 期 ４月１１日(土) ４月 ４ 日(土) ４月 ９ 日(木) ４月１３日(月) ４月２７日(月) 

T-17 期 ４月１８日(土) ４月１１日(土) ４月１６日(木) ４月２０日(月) ５月 ４ 日(月) 

T-18 期 ４月２５日(土) ４月１８日(土) ４月２３日(木) ４月２７日(月) ５月１１日(月) 

T-19 期 ５月 ９ 日(土) ５月 ２ 日(土) ５月 ７ 日(木) ５月１１日(月) ５月２５日(月) 

T-20 期 ５月２３日(土) ５月１６日(土) ５月２１日(木) ５月２５日(月) ６月 ８ 日(月) 

特特生入試 

出願から 2 週間のうちに選考日を決定し、連絡します。 
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５. 学費について 

イングリッシュ・ブリッジ・プログラム forトリコンの学費 

入学金 100,000 円  

授業料 1,200,000 円  

合計 1,300,000 円 （税別） 

 

料金に含まれるもの 料金に含まれないもの 

⚫ 2 か月間(授業 40 日間)の完全マンツーマンレッスン 

⚫ 教材費 

⚫ トレーニング中全ての宿泊費（日本人スタッフ常駐の日

系ホテルで勉強に集中できる環境を提供／朝食込み） 

⚫ ホテル→学校 朝の送迎 

⚫ レベルチェック試験（Entry Test） 

⚫ 修了試験（Exit Test） 

⚫ セブ・マクタン空港⇔ホテル往復送迎 

⚫ SSP（特別就学許可証） 

⚫ VISA 延長費 

⚫ トレーニング修了証 

⚫ 航空運賃／空港使用料等 

⚫ 日本国内交通費 

⚫ フィリピン滞在中の日常交通費 

⚫ 食費 

⚫ 洗濯等日常費用 

⚫ 海外旅行保険 

⚫ 携帯電話費用／モバイル Wi-Fi 等

通信費 

 

タイにあるアメリカの大学（トリコンチネントディグリープログラム）の学費（目安） 

 初年度 
2 年目以降 

タイキャンパス 
3 年目以降 

アメリカキャンパスに編入した場合 

入学金 なし なし なし 

事務手数料 500 ドル 500 ドル 500 ドル 

授業料 最大 6,300 ドル 最大 6,300 ドル 33,945 ドル 

合計 6,800 ドル 6,800 ドル 34,445 ドル 

※全て 1 年あたりの金額です。また、1 年あたり、タイキャンパスは 2 セメスター（学期）、アメリカ

キャンパスは 3 セメスターで構成されています。各セメスターの中で取得するクラス数により、金

額は変わります。  
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６．留学中の住居について 

イングリッシュ・ブリッジ・プログラム for トリコン 

親元を離れ、海外進学を目指して勉学に励むことになる皆さんに、本学では指定ホテルを用意して

います。個室、朝食付き、インターネット使い放題など学生生活に適した環境・施設・設備に留意

したものとなっています。 

 

 

 

タイにあるアメリカの大学（トリコンチネントディグリープログラム） 

学生寮はありません。留学生の多くは大学周辺の家具付きアパートメント（コンドミニアム）に住

んでいます。バンコクのコンドミニアムは、日本のタワーマンションのような雰囲気で、標準的に

敷地内にプールやスポーツジムがあり設備も充実しています。また、警備員が 24 時間体制で常駐

しているのでセキュリティ面も安心感があります。 

気になるコンドミニアムの価格帯は… 

家具付き 1LDK：約 12,000 バーツ/月（約 4 万円） 

家具付き 1K：約 7,500 バーツ（約 2 万 6 千円） 

家具付き ワンルーム：約 7,000 バーツ（約 2 万 4 千円） 

※入学の際には、物件を紹介できますのでご安心ください。 

 

 

指定ホテル：ルマーハイランズ ホテル 

（所在地： Madarang Compound Nivel Hills, Cebu City, Cebu, フィリピン） 

セブ島の山の手に位置する日本人経営のホテル。ホスピタリティが非常に高く、どんなときも

親切に対応してくれます。フロント横には日本人専用デスクも完備。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

タイにあるアメリカの大学（トリコンチネントディグリープログラム）日本窓口 

 

TESOL International Japan 株式会社 

〒107-0052 

東京都港区赤坂 6-5-38 ファミールグランスイート THE 赤坂 802 

 

お問合せはこちらから 

■パソコン・スマホから ■電話から ■E-MAIL から ■LINE から 

http://tesol.co.jp 03-3568-3111 info@tesol.co.jp Tricon_degree 

Web 出願サイト 

http://tesol.co.jp/e-apply/ 

 


